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ろな支援が必要だし、それでも足りなか
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ったら、私たちに聞いてほしい。質問し
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てもらえれば『私はこういう支援がほし
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い』と答えますよと。でも、そういうチ
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46M4:"9ʙL36ʲʹʽ

ǫǶ6ʊůQ$6

ƶ9ʹʳ4ɋı$2M

N;6K6ʲʼ

N;6K6,-$
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ƿéƁĹGǼɣ7ʓ$ŽŕȳQıE
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,
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ÅĔŶQ06ȷűªɽüª3:
ȂǶ

ȖĎț ƿ9ĲƠÉĶƾɓĨ

ʞĴ9M9üǫǶʊůƾɓîɨª

ĆªȘ9ĲƠǧǑűƹȘ9ÆɆ

QɕȮ$2015 Ŋ 1 Ʊ 30 ƣ7ĚăƯQ

ɒǰ

±ű$,ŕəĚăƯ3:ȂǶʞĴ9
M9ǭǔ9ûÑʌ7

MüǫǶʊ

Ƶƿ9ĲƠǧǑJ<*9ÉĶ:

ů9È®³QÔƂ$2MûÑʌ7

¥9ɼL

Çɼ&Mʊů4$2ʇÒ6ŧĚ¹ʞ
Ƃ!KN,

Ȗ 1 ďƾɓĨĆªʲ2015 Ŋ 8 Ʊ 26 ƣʳ

&6P.ǭǔ959Ñʌ3FȂǶ

1ʵĨĆªrîáȳ9ʭüP(

ʞĴ9MƵǆª9ĘȘQö$

2ʵƤś9ƞʎ9Ȇɜ

ȉªñâQĲǪ&M,E7:Ƶʇ

3ʵÂɃ³9ƙǫ

Ò6ŧĚQõş3"NQǫɐ3

4ʵď±ű&Msvhlǁƽ9ƾɓ

ŪŤǐıQ&M"43ǵº3M
ȖʸďƾɓĨĆªʲ10 Ʊ 25 ƣʳ

ȉªǶ6¡ȣCǏEKNMF93M
*9,E7:ȉª9¾ƵQǫɐ

1ʵʞĴȳɂřʗǊǒsvhlȽƽ7

$Ƶ7Āü"4359J6

ʓ&MŪɊȵõ

ŧĚ¹ʞ9ʊů3MQǿÞ7Ȳ

2ʵʞĴȳȨüƓƏǒsvhlȽƽ7

6

ʓ&MŪɊƌ

N;6K6

Ǫǧ3:ȂǶʞĴ9M7ķ&M
ȖʹďƾɓĨĆªʲ11 Ʊ 23 ƣʳ

ŧĚ¹ʞ7ʓɽ&MZVmV:ĭĕ
$6*9,EƵƿ3:ł×ɐ

1ʵʞĴȳɂřʗǊǒsvhlV

ǖǒ3ǏEKNMüǫǶʊůQĲƠ&M

TWlƽ7ʓ&Mƾɓ

7,LȂǶʞĴ9M7ķ&Mü

2ʵʞĴȳȨüƓƏǒsvhlȽƽ7

ǫǶʊů9ęȇ46MŧĚ¹ʞQĲǪ&

ʓ&MŪɊƌ

M,E9Ʋæ6i

3ʵȂǶʞĴȳĀ

4$2ZVm

\ahx70

2

VQƋƽ&MF93M

4ʵZVmVĚăƯȘ9±ű70
2
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íŀŃȷűªŕȳǔèĨĆª3

ʞĴȳɂřʗǊǒsvhlQ²Ǯ$

9ɢƻƾɖʲ2016 Ŋ 1 Ʊ 28 ƣʳ

,

ʞĴȳȨüƓƏǒJ<ʞĴȳɂřʗǊ
ȖʻďƾɓĨĆªʲ3 Ʊ 20 ƣʳ

ǒsvhl9ƽ702íŀŃ
ŶQ06ȷűªŕȳǔèĨĆª9

1.ĚăƯ9ƾɖJ<&LüP(

r9 ÿ7ƾɖQµʫ$ǫɐ$1

2.űƹǥ±űʂȏ9Ȇɜ

KǟGƔċƞǒ702ƁƐQö

,
Ƶƿ9űƹǵɆJ<űƹ9ĄȂ:
¥9ɼLɃ/,

ȨüƓƏǒsvhlQǔǮ$,
\ahxʲ1 Ʊ 31 ƣʳ
ǗŠģĮȃƴģĮʉ3ȂǶʞĴȳQķɪ

˃˃e}nʲ2016 Ŋ 1 Ʊ 10 ƣʳ

7ɃPNMƣģĮ®ʮ72

ƾɓĨĆ9ŷǕɁǞƵƿ9s

ȨüƓƏǒsvhlQɭƛ4$,

vhl±ű9Ȥȫ4ɚȠʲȖȕʳ

\ahxQĲƠ$,

ĔÉ9PLG&ŧĚƋ´9ǪǧʲȖ
ȕȖțʳ Qj|7Ƶƿ9űƹ
702Ěă$,

ȖʺďƾɓĨĆªʲ2 Ʊ 15 ƣʳ
ʷʵíŀŃ39ɢƻJ<Ƹ39

ÅĔŶQ06ȷűªɽüªªʏ

\ahxĚă

éļʏªɨʲ3 Ʊ 3 ƣʳ

ʸʵʞĴȳɂřʗǊǒʞĴȳȨüƓƏ

ȂǶʞĴȳ9ɏ9ª3MÅĔŶQ0

ǒsvhl9ưȢƾɓ
ʹʵZVmV9±ű702

6ȷűªɽüª9ªʏéļʏªɨ

ʺʵĚăƯ9ÉĶȆɜ4ÑŽ702

72ŕªǫʏ9ėƵƵƿ9
ǁɉɞƦQɃsvhlʲƽʳQ
ɊƵ4$2ʊ£$,

ɂřʗǊǒsvhlQǔǮ$,
\ahxʲ2 Ʊ 28 ƣʳ

Ȗ 37 ďȉªɑɝȎĮªȄȒģªʲ3 Ʊ

ģʖŶQ06ȷűª72ʓ·9ŕ

20 ƣƟʾƣƵģĮƚǫĮʉʳ

ȳđ®ñâȳȞ 50 ÿñâ$ʞĴȳɂ
řʗǊǒ702ȂM,E9\a

ƾɓĨĆ9ȰľŷǕɁǞƕō

hxQĲƠ$,*9ʝ9ɭƛ4$2

ÓɃǥ9PLG&Ǥ9ɒʍǶĲ
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M
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ĔʿPLG&ˀǤ4$2Æʑ$2

MvSV

M 7 09Ëī®WXwǤ702

QûĖȷűª39çŔªȄ
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10-11 ƣƟʾ°ƖģĮʳ

02ɐɞ&MȖț3:gt
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ʲËʯ ö˷ʝʬĶ]ö˷ÊèYȶ̉

ʲ·ʺ ̢ŲŞYĸnˈe y

ƱY˻Ĝ͓sĹ@R*Ɠ͗Y«¶¯

z¶´Y/r:niG6Ǘŧǻ

WlORåmpLȋ˟siDE>̝

é0

goȋ˟Wånț8o̓e;żdOR6
o+BpmY̓esȦȳʑW˷7LgW

1960 ƫ×:m*ʛʑͦƍ˞hͦƍYV

̍ʮDpLY;ΙΙĭÞS5o+ΙΙĭ

6ÑTńFl7WɻəGoȼĎsƪʴW

ÞZ 1987 ƫW*̥ÞYɐƈsĹ@R*

ìͦDpoa<S5oT67¶¦®x

ȃƱ;̪řɕÑÝˁsʮȵER̍ʮD

¶´Y˝8ȌWŦQ6R*ʛʑͦ
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/̝eiG>r:niGD0W͛Go

ƍ˞Wr:niG>ǗŧǻéGoBTs

̮ȉiȿˤsǻéGoˈ˔TERəġs

ŞƎȃʷTERͅgR<Lyz¶´

żgL+ΙΙĭÞZ*ɁYl7Vəġs

YĸnˈeWP6RˆÓGo+2015 ƫd

˷OR<L+

SJY̫ĢsÃWǭOR<LΙΙĭÞT*

ΟΙΙͿiDE>̝goŜȚ

JpsƸ<P6MΚΜΚͿ©wvYĎ

Yćɲ
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åƎiȄƧąʘƎVU:mȺǞDpL
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³¶´°¶

;̓åsżgL+d

ol7WȃƱZ˝8L+ΙΙĭÞY

L*1980 ƫ×WVoT*r:niG>Ț
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°¶

WP6Rl>ʛn*r:niG6
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:pLȦS5o+
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R6o+yz¶´SZ*ͦƍY5o

ǄmWȦsƚ@oəġ;ǎ˿MOL+Ι

ÑLNZ*úÑĺY 7Τ8;*Ȥƃ˚˞S

ΙsåoM@SZ*ĨĈSZV:

̝eYˤĚW͠ʄshOR6oÑZ 7Τ

OL+ǄmY̷̼VƂŠS5o°¶

8;*ł̈GoTÑĺY 15;;*iDE

£¶¨iw´¶Yiì̦

>̝goćɲɳ:mǔǕsĹ@oT˝8
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mpR6o+
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eiG6Ȧi̘ͨW˨ŋshN*̝Ț`

;ʞ̙Dp*BYďƲ;ų>YŢȌWƮ

Y͛ǍsǪ>BT;S<ol7WîÑʑ

;OR<L+JER*2009 ƫWZ*ƒ̨

WǷ̆GoBT;͐˿S5OL+JBS*

s̙ʛʌiͺͼ˞WƮALȠ̝×ɹÑď

1992 ƫ:m*ΙΙĭÞTúŞʛʑͦƍ˞

ƲYəġ;͙żDpR6o+

ĭÞͿΗΝΔYýńåȷS*Ƞ̝×ɹ
ĦĢ:"#Ď8>ihFWĠĉpÔġ

ÑY̓e;żgmpL+ΗΝΔZ*ʛʑ

ûý

ͦƍ÷˞*ƎȎ*ʛʑͦƍ˞W͛̓Go

¶W͛GoɕØSZ*S<

ÔÊiʝʬWƗ>ÑVU:mȺǞDpR

oM@ų>YÑ;ǗŧsǉoBT;S<

9n*ŞāW 150 ÙºYȁ͍;5n*ˁ

ol7WûýřäiçɽÑWȓ̅VB

27,000 Ñ;ùÞER6o+ΗΝΔZ*ʛ

T[sç6ɹ̅S<ol7W˺ɸGoB

ʑͦƍ˞;ƪʴWǗŧsǉoBTYǎ˿

Ts˿̡ER6o+͋ǱYȕZ*ǨʢY

ǓsƼ>ǚFR6L+

E:LiŁøYÃƻ;*ΙΙͿr:ni
G6ɲSyz

ŢȌ˦ɒä*ŜȚ*ǞÑȄˢYřä*

ɸŠZ˃¡¶SZV>VOL;*ʪ͓

ɴčȁǾƃȲ*ΗΝΔVUY©´¶W
lo³¶´°¶

xWǹ̸Dpo+

YʀŉWP6R/D5ʪ͓ʀŉȕȢSG0

; 1994 ƫWˊ

ǞDp*ȦȳʑVďƲYƔù;͙żDp

T67ΙΙɲ´;͏ƦDpR6L+

L+ZFgZ°¶

ΙΙĭÞZ*BYl7Vûýřäʴ:m

£¶¨iw´

¶Y;*ΙΙĭÞ;˷OL̝

YŽ̊sĹ@R*ΙΙɲsďåER6o+

ȚǰƔYLgYɴč¶sḶ́ERȠ

ΙΙĭÞÙŲSh*ƽÊ˞řä;ΙΙ
ɲWloǗŧǻés˷OR6o+BpZ*

̝×ɹÑWVoLgYƃ˚sEL+
Ƞ̝×ɹÑZ*ʛʑͦƍ˞YLgWƈ

x{¤¯YƽÊ˞řä;ďåELǨʢ

ȢʑVȠ̝ȕ͚sɽǙE*ΙΙʴ

YÔȌYΙΙɲ´S5o+x®

Y̝eiG6Ȧ:m͊GoȦs͋]*Ǆ

;ų>ɽ6mp*ʼɨVʜ6Ȉʯ;çr

mWȦs̝tS˟:IR*Ȧ`Y˨ŋs

pR6o+˺˃TʓɁY˛̎T*Ǩʢȏ

đɫGo+ŜȚšőER*6OEk

W9@oǨʢǠͿǰƈDpLSYǨʢ

W˨ŋY5oȦs͋tMn*ŜȚŏ:

ȌɕͿŜΆ*Ŝ·sǹ̸Go+ǨʢȌ

mȦWP6RYǗŧsǉo+dL*ńô

ɕZ*x®sçOR*ǨʢGo˷ɮ

WhȠ̝GoBTsģgo+BYl7V

YͲƯ;r:niG>ʟDpR6o+

əġWln*̝Ț`Y͛Ǎi̝ȚWlO
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ģ RGHnVlmcnRTnX¦0¸ðÓĠā÷më×ġ

Ϳ˛̎
Ę»öá£<Ę»/)*0Fl]JfnPgl
 ¨cnRTnXͿɗ̅Ώ´¦¶W̼6y{¶´µ¶ŢȌW5oƥ
SãɋÑĺˁ  ¸Ñƺ/ >¦đv0Ę»/)*.'¸ð$>È0;/#'<;!0¢BĎ82=6$6'9#.'  Ì 
Æ0¸ðÆ/¸ð+.1-$?2;09Ë?*=6$
ë×
 ¨ª0RGInVlúĘ»
cnRTnX/ >Ę»
.'0¸ðKnX
¸ðã÷
Â|;3qĠtđġ40¸ð
¸ðÆ/ >¸ð¶Ġº"?'ġ+0¸ðÅÙ
¸ðÆ/ >Çë0¸ð
<0·÷/;>¸ð
ăĐ/;>¸ð
Ę»0øÑ
Ù,ñ©ĠÙ¬,Ąġ
9(,ì='+$Ĭ
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Ĥ ¸ðÆ/

>¸ð¶Ġº"?'ġ+0¸ðÅÙ

ħĢįįv<İıİ4

ΚWƸ<ˍ;pLBTWln*BpdS

2015 ƫ:mΙΙĭÞZV>Vn*ΙΙ

ÙºW*Ȼ,V©wvsçOLǗŧǻ

i 8SIDER Yćɲiʎ˷Z*ΚΜ

é;ū8oBT;ÉǘDpo+ΚΜΚW

ΚYȷĢYΆ͍͗TERƸ<ˍ;pR6

loyzɲY 8SIDER Z*ͯů̝eº

o+ΚΜΚTZ*MYNDIGHETEN FÖR

AWě8R*̝eºAmpoȇ˷W˫;

TIΙΙGÄNGLIGA

MEDIER YʖʆS

Ö<*ͯůWłrIRJYį̚Y˫;Ű

5n*ˮ̚SZ authority for available

rOR6>¦°©wv DAISY Tń

media*©wvYĎɽsͅgoƇƭS

ȻYǡɕ;TmpR6oͿŜΈYÂśe

5n*ȃƱYȈĤʖYʹ̹W5oˈ˔S

͍Ĉ+dL̋ÊWlORZ*ĄɻsǫG

5o+©wv*ɋÃÃ˘*ŞɋYÑȼ*

Tġʃiͯů;ćol7WVOR6o+

ŞɋYƖȇ°¶

i

¶©ɋȎͿɗ*

ΙΙWP6Rh*ͯů;ćoƿƷ

ÙĕYŌʧZ®

®´ÑẎ̚i

;ĎɽDpoʴ*©wvsɽ6LųȻ

ȈĤWP6RY̫Ûs̩OR6o+ΚΜ

Ǔ;̾ĶDpR6>S5q7+
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ĥ



 GH^OFW

ĨĢĮĲĭ/;>A=:$²¾z

W0/ͺͼWVoTZ0/̙ʛʌ0/˳Ʒ0

ΙΙĭÞTĭĚERr:niG6Ǘŧ

/˪6ͶaɳT͆ġSïƴsˏǯGo0

ǻésͅgR<LΗΝΔZ*ɶ˦Sh*

/əġʑVɻə0YăY¯¶S5o+

Ȼ,VǗŧsr:niG>ǻéER6o+

è8[*
/ïƴW˜6oLgW0YăƀS

è8[*ΗΝΔZƽÊ˞ņ@Yƕăƀ

Z*̂ĚȶȱsERg;Xs:@oBT*

sćER6o+x®iąʘ;L>D

ˠĚȶȱsER˻ˠŖsP@oBT*ź

tçrpR6oYS*yz¶´̚;

ǓZ*¦´ª®wWloÇ;tȶ̏

r:mV6ÑWhM6L6YāƏZɹ̅

i*ƀƌȶȱ*ʁǓZ*ĕʮ˥;tYȶ

S<o+x°Z/ïƴW˜6oLg

ȱsGoŴĉDWP6R*x®SǺ
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:pR6o+
/˪6ͶaɳT͆ġSïƴs

DmW£¶¨¢¶WZyz¶´

ˏǯGo0Z*·˩ʑV©¤sÉ͞G

Y®¨;çɽDpR*r:ni

oLgYȌɕ;*ˌir:niG6Ȉʯ

G>˺ɸDpR6o+SIDER Yl7W

SȚ:pR6o+͑˯sÁǍWͶaoB

6>P:Y¢¶;5o+BpZ*Ç;

T*ȅɅi¥¶sGoBTsŹĞE

tYȒȢʎ̀YLgWÇ;tȶ̏sĹ@

R6o+

oBTsͅgoLgY´±Yˆ

Ħ ĮĲĭèĀ#*>«pû 0

ÓS5o+ÇǟTʋ͡Y®¨ͿŜ
ΊYÂśe͍Ĉ;çrpR6o+



ħ ĮĲĭ0bneanQ

ĩĢRGHnVl,ÆÏ0r0¤Î

<LBTsʟER6o+DmWÒǇZ*

ΙΙĭÞ;ΚΜΚT67ȈĤʖY·͍

ɻəWɞ̿ER6ox´¶iǗ

͗WƸ<ˍ;pLBTZ*ΙΙĭÞYə

ŧ©wvsəɽER6>ȌņǓT*ʛ

ġ;*ŞƎʑVȃʷTERǞȮsķgR

ʑͦƍWě8R̙ʛʌiͺͼ˞`Yr:
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niG6ǗŧǻésͅgR6>BT;ǻ

;*r:niG>ǻéDpoBT;Ȣǅ

ŐDpR6o+dL*ΗΝΔYl7Vƽ

Dpo+

Ê˞řäYəġhəʎW˷rp*Ƞ̝×
ͿĴ˝ȈɷT URL

ɹÑďƲʴYl7WƽÊ˞řäTΙΙĭ
Þ5o6ZΚΜΚ;ýńERĸnˈfB

˵ɪōƀµȟ͍ȆŀͿ2009/ΙΙ

TYĠȮ;ȓm:WDpR6o+

sƚ@o¶iDE>̝goȦsʛʑͦ
ƍµ˦͘ʌY5o̝˞`0̝ȚƢǟ

BYl7W 1960 ƫ×:mżdOLr
:niG6ǗŧǻéYĸnˈe;ʙƉW
ĠȮsºAR6oɹɿZ*ŞƎȃʷY·

Lotta RosenstrmͿ1999VAD HAR VI

PTER*Ş̬;ǨFmpRĸnˈdp

FÖR FISK INÄTETΒ

R<LBT*ΗΝΔͿúŞʛʑͦƍ˞ĭ
ÞYl7VƽÊ˞iƎȎ*͛ë˞Yř

SIDER Y WEB ɲ

ä;*ΙΙĭÞVUTýńERȃʷsͅ

http://8sidor.se/

gR<LBT;5Ampo+dL*ʓʑ
FUB Y£¶¨¢¶

;͈ǞS<V6ȕZ*Ɠ͗ƎiƽÊ˞ř

http://www.fub.se/

äVU;ĴěER*ƒʷsʮRRƉ˷E*
ˊȮsȶ̐ER<LBTMT˝8mpo+
ȏȦSh*2016 ƫƲYͦƍ˞Ƥč̅ɟ

MTM Y£¶¨¢¶
http://mtm.se/

ɕYȍ˷Wà6*ʛʑͦƍ˞`YǗŧǻ
éYǎ˿Ǔ;̙̤Dp*ƒʷ;ɍgmp
oɵɔW5o+ĠȮsºAR<Lyz
¶´YȌʷsJYddĸnùpoYZ
ͩE6;*Ȧ´±;*ĲğʖT
ˢǞÞ;ĭĚERĸnˈe*ƽÊ˞YÑ
LN`Yª¯´s˷ORďåDp
LBTZ*ÒǇYĸnˈeYª°TE
RǙŋ;5oT˝8o+û͙ǇY̑ês
hTW*ŞTƽÊ˞řä;DmWĭĚE
ł6*ƽÊ˞WTOR͐˿VȻ,VǗŧ
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ŜȚYĭĚYhTW͙ñER6o+Ł

ʲËʺ ŞāYĸnˈe

ŘW¶¦s̍ƈE*JpWʕǏE6̣
ʛʑͦƍ˞`Yr:niG6Ǘŧǻé

ɦ˞WȩR6LM6R<L+˺W5ol

YĸnˈeTER*ɁYΈPsˆÓGo+

7W*̣ɦ˞Z*ʛʑͦƍ˞i˦͘ʌY
ÑLN*ŲŞÑVUWr:niGDsǻ

ģĢįį^ULSdYn

éGoLgYƓ͗ƎS5n*JpKpY

ΙΙYΙΙTZ*yz¶´

CƓ͗YÁSYĸnˈesÁǍẈɦE

̚Y Lättläst Yʆ̚S*/iDE>̝g

R6LM6L+Țʽ*ȋ˟*¦°©

o0T67ǙŋS5n*ΙΙZi

wv DAISY*ɕǆ*ŲŞÑ*ƽÊ˞͆ġ*

DE>̝goȦsʟER6o+

ŜȚʴƩƮ6+

ΙΙ§¶TZ*ȈƁ;̝g

yz¶´YΙΙĭÞY×˺S5o

V6*̝tMāƏ;ɹ̅S<V6ʛʑͦ

Bror.I Tronbacke ɊWZ*ΙΙY

ƍi˦͘ʌYÑLN;*ɻəƫͼWǏF

öͅŞS5oyz¶´YĸnˈeW

L˨ŋY5oȦ;̝gol7W*ΙΙ

P6R*ËƲ̣ɦER6LM6L+dL*

iΙΙɲȋ˟µ̘ͨʴYȖĶsʹ6*

«¶¯YɏºǁDtWZ*Ga

͙ñDpR6o§¶S5o+Ɉƫ͏

RYÑWTORr:niGDsǻéGo

ƦDpoȵāȈW5o/Mph;etV

ǙŋiȌɕs9̖6LM6L+ʲΆŘΤ

̝ȚsȸEeL6+ʛʑͦƍi˦͘ʌ*

ΊŘZ*ʛʑͦƍYƽÊ˞YÑLNYů

̝eȚ<ͦƍVU;5ORh*ʹ6Z6

sˠB7T67ÜʃsʮR*ȇŅYʛʑ

OEk0T67¶;*ΙΙ

ͦƍYȌ:m*̝tS6oȦi̝eL6

§¶Y̳ȑsȜhl>˺ɸER6o+

Ȧ*ΙΙWP6RYǙ̀s7:;

2005 ƫ 7 ȝWʲΆŘs͙ñE*ɈƫΆ

OL+JYÁS*ΙΙṪOR6o;*

ŘY¢¶SɸŠ 2016 ƫ 1 ȝS 11 Řʓ

̯ʊǏʶāƏ;ƽÊ˞WZͩE6ʴTǤ

sf:8L+ʲΆŘʓ:mÜʃµÃñZ

Č;ćLYsĹ@R*ƽÊ˞YȌYǙ̀

/ʛʑͦƍµ˦͘ʌ÷˞YLgY̝Țəġ

s˟>T<Z*S<oM@r:niG6

sͅgoÞ0S5o+BYÞZ*ΙΙ

ǏʶWBBq;@ol7WVOL+Ȝ̼

§¶s͙ñGoLgWåOLÞ

WVORl7i>ΙΙ§¶Y

S*Ńɾ>GbeͿŴ͝ɴčȁǾȄˢǳ

͙ñ;͛ǍY5oÑWZŊʛDpR<L

˨Þ*ƞƠͣǀͿžƟBUhşȍ͖̍

l7S5o+¯¶¶hū8PP5o+

Tʳ˞YΈŅSÜʃER*Ŵ͝ƥʮÁŷ

dL*ŜȚ͛ë˞YȌYĴě;ū8R
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<LBThɴǋS5o+̝ȚW͛ro

67Ȧ;5n*r:niG6Ǘŧǻés

²S5oŀȚYȌLNWΙΙ`Y

ǎ˿TER6oÑLN;6oBTsŒʎ

͛ǍsɢgR6LM@oTǍƼ6+BY

GoʓʑZ·ƈȮLER<L+

l7WƫΆŘSZ5o;*ΙΙT
͙ñƫ

Ά

·

¶¦

2005

̣ɦ˞ͿǠƜZƽȕYhY
ΙΙORVW

2007

Bror.I TronbackeͿyz¶´Y yz¶´W9@oͦƍ˞YLgY̝
ΙΙĭÞÞ͖
Ț*Ǘŧ`YvȁǾYȃʷTƉǛ
ȏȦW9@oΙΙȖĶYLgYǻȵ
ƕȬ˗ɘɎ*āɾɿ˗*˾ʚˢƀͿŴ
͝Ʊʮ͓Ė²¶

Έ

2008

2009

/rLELNYŻ<VȦr:niG6̝ehY0

ʛʑͦƍY5oÑi˦͘ʌYÑLN;̝ȚsȸEeǎ˿VǗŧsr:niG
>ǉoLgYΙΙ
͕ȣáæͿʛʑͦƍY5oÑW͛Go /ß8L6ͽɻ<oBTYjL:D
ȦsćɲGo  ®´´ʠ͖ ʛʑͦƍY5oȦÑņ@YȦYďås
́ER¶0
/rLELNWTORYΙΙ¶Ι
Ι¯W5oȦs̝tMǚǘ0

ʛʑͦƍY5oƽÊ˞
Ί

2010

ʛʑͦƍY5oÑi˦͘ʌYÑLN;̝ȚsȸEe*ǎ˿VǗŧsr:niG
>ǉoLgYΙΙ
Bror.I TronbackeͿyz¶´Y /iDE>̝goBTYǙ˘Tyz¶
ΙΙĭÞÞ͖
´YΙΙćɲi̝ȚsȁǾGoəġ0
ʛʑͦƍY5oƽÊ˞µ̼ʉ̂Ǘĭ
ΙΙɴčʝʬ°¶



2011

ʛʑͦƍ˞TThWåOL´¤°s
çOLΙΙ

ʛʑͦƍY5oƽÊ˞
/rLELN;̝eL6Ȧ̀L6Ȧ0
ʛʑͦƍi˦͘ʌYÑLN;̝ȚsȸEeǎ˿VǗŧsr:niG>ǉoL
gY˺ɸYƢŶ
͑ɑōƹͿɈȏȋ˟ʠÞ͍ė͍͖ /r:niGDYȦ̯Ώʛʑͦƍ˞YL
gYȋ˟/¶0Y˒ͧśER0
ʛʑͦƍY5oƽÊ˞

Ή

x°

²¶°ɊsśtS/rLELN;ȡf
ΙΙȏȦSΙΙsȖĶ
DIoLgWS<oBT0

·΅Ά΅ƫƲZŞɋ̝Țƫ̝tSr:o*̝tSȸE6äsGaRYÑW
ɏºǁͿ«¶¯
/r:niG>ß8oWZ0
˵ɪōƀͿÏ͎ƱʮĮƝťͷ̦ƃ
Ȳ ƣĻÅ×ͿŴ͝Ʊͦƍ˞˦ʮ
ʕ̠ȁǾ´¶Õ 3 Ņ

/r:niG6ûýŜȚĎɽȵāY
åǞͿΙΙ¯®x0
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Ό

2012

iDE>̝fBT;ǎ˿VÑLNYɬƍȕYǗŧìͦs˝8o
Ɍ͑˘͇ͿÏ͎Ƣ˭˓ˏŴƃŴƃ͡
ĆȄǵ



2013

/ɬƍȕYŲŞÑYLgY1iDE6ȏ
Ȧ̚2WP6R0

ƄɾơʘÆͿ̪řɕÑ\k7Cͫɬ /¦°©wvΖΓΘΛΞTiDE
̋Ǒ  ¾ˀʝʬȿȺÑT͞ɬȤȩ 6ȏȦ̚sçOLɬƍȕYǗŧìͦ0
´¶ʝʬ͍
iDE>̝goćɲɳ*r:niG6ȋ˟ ʛʑͦ;6i˦͘ʌYÑLN
`*ǎ˿VǗŧsƚ@oLgW
ƕƘͣ·ͿʠÞʤʡɕÑŴ͝ǡsP ʛʑͦƍ˞ņ@ɻəˌȦ/>mEYbb
V?ˢǞÞÊĢƙ͖
ˌe¶0ƪǞΈƫ:mYZFdn
ˬƠ¹ĩƀ*ȽƝɃȓͿúȏȦǡs ɻ<oBTshOTȸE>Goȋ˟s
PV?ˢǞÞ/¶0˒ͧŽŏ P>nL6etV;r:oȋ˟/
¶0

Ύ

1
0

2014

2015

ɻɠśEŖ:V̝ȚˉshPLgW ƃͼȢY̝ȚɺŪs˝8o
͑ĺɄǖͿƓíŴƃ
ɴčȁǾƃȲYŜȚsg?oȜ̼Y
ġņT*ʥYʝʬƋSYΙΙďå
Ńɾ>GbeͿŴ͝ͷ̦Ȅˢǳ˨       YˆÓͿ  YiD
Þ
E6ȏȦ̚¬¶
ʛʑͦ;6i˦͘ʌYÑW*Ȧsƚ@o ×̝ ¶TΙΙȜȋǗŧ
Ɲā˴ͿŬɾĦʮ\<_XŜȚ ŜȚSYʛʑͦƍYȌ`Y̝ȚȁǾ
T×̝ ¶
˵ɪōƀͿŴōŴƃ

1
1

2016

ΙΙąʘ/rLEY:K>0

r:niG>Ǘŧsƚ@oLgYłɹʑ͏ǝ
̻ơšÄͿƶ̦Ů
ʛʑͦƍiʎ͈ͦƍY5oÑ`Yr:
niG6Ǘŧǻé
ǢɜȈƀͿɡǊŴƃʜȢŴƃ͍BU
hƃʦ

ĤĢĕçąĆĜ

/ͦƍ˞˶ǅ͞ɂɕ0/ͦƍ˞ːłȁǾ
ɕ0YΙΙɲåǞYĸnˈe

û²On\Rîô

5o+ʕÌYǗŧÎǼTĭĚWln̂̃

đvĠĖòīĕçą²ġ0įį^UL

ͦƍ˞Ϳ÷YǗŧĸǉɺŪYȂœWƐ

ÞîôMjn_0Ú

½GoBTsʓʑTERəġDpR6o+

̼ʉ̂ǗĭZ*1997 ƫW̍ʮDpL̼

BYl7W͖ƫWrLn̂̃ͦƍ˞Y̝

ʉŢĦŶ̃ͦƍ˞Ǘŧǻéȍ̍S5o

ȚYőͳWĸnˈdpR<L̼ʉ̂Ǘĭ

ɭƁŜȚTûýŜȚ:mVoˈ˔S
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ľʶƼʫǆVc=¬Æ¯Ã

¤jʞz

VcŽ˭dL~{GhV]>

ņWǳˏą]ƭǻɞh˾ˀɞÀ
SQ

¥˧ǵɉüV]>

7C

âÎh˓XȠˆjeI}=
@ʢńǭǩȻA
'  K@;H2OLP

j¬Æ¯Ã

¤ɞF]ÅÉ¿

ŽǹV]>gI=ÅÉ¿

±

±k=

ȓÚ̇jɿʇ͂ŭŷȓÚ¼Æ¬µÀ
Æ¢

ÆÉKÒýX~@ɶɬ̜ž

ʬɝɁŷʩǭǩÖȝAjÊadE~=
@Ê
ǻŭŷî̮A1ejĈýdŽǹV]Re
ɢVɅH~>
̸͆̑ýh̓X~ƿţ
Ťǉ̀͂ŭŷȓÚ¼Æ¬̴ȓÚ̇Ȕ
ȧī̵
u]=¬Æ¯Ã

ǻȀ̀2016 Ƣ 1 Ȉ 31 ǻ(ǻ)10:00͌15:00

¤j p2-3 hǣ˳T

Í˓jG_=ÅÉ¿

cF~=̜žȉX~ƭÖʬKɾɼÉ

±Kıx~Ȁ

ò`cF~ółç˾ˀɞj¬Å

̒k 10:30͌11:30 j 1 Ȁ̒dE`]>

É¶Æ¤jÑhye}EQ=T|h[

ĵĠʬ̀ɶɬ̜žȉX~ƭÖʬ 16 Ň
R|j 16 Ňk=͂ŭŷKêʧX~ȓ

jÑdĥɣɞFcŽ̛hðȝhĻ}ʛ
wȢųɺV]>Rk=¬Æ¯Ã

Ú̇ B īhŞŷÈŞìÈŞĩʬÑƷe

¤

V]ºÆ«ÉdE`]>ȇyʻFĵĠʬ

hĻ}ÍQ|cF]Ļȑó˯˵hǃ
W|~{Ghg~eʫH|]]xd

d 18 ȭ̴ɔĖǭǩŷȘ̯ʌ̆ 3 Ƣɝ̵=

E~>

ȇy̯̱gĵĠʬd 45 ȭdE`]>gI=

̸͈̉ƦjĵĠʬqjǭǩ

ĵĠʬj̜žjʂƦk̉Ʀ̴ɩʴǊƟ A

ÅÉ¿

īĒ̵J|˱Ʀudŉw>

±ŽǹV]̛hk=̉

Ʀj̜žȉX~ĵĠʬʫǆX~Ƹˆ
KE~>ÅÉ¿

@Êǻŭŷî̮Aek=A ŭŷd 2012
ƢƦ{}ŽǹTcF~ɶɬ̜žʬňPj
É±ÆÃ dE~>˙VNkȣɟƣ
ƽÈƓɟùơÈǋȿǳų̴2016̵@ɶɬ̜
žʬɝɁŷʩǭǩÖȝj˟̨eƐȊA
BɂƵ
ŭŷɷȋŭŷ̆ɸʅʓˆCp17-36.ĵɑj
Re>

1

±ŽǹX~̛=

ÒýʬûjǭǩʬKƍÛǱ̴ƭÖʬ 16 Ň
hƆVc 3~4 Ň̵dyľʶg{Ghȡǈ
V]K=ƸˆhƹWcǭǩʬjǱŦz
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ǭǩʬ̀A ŭŷjǰŏ 3 Ň̴G_ 1 Ňk

͌11:20 7 ÂÉ±ÅÉ 2

ȏʈjʋʬ̵=I{n A ŭŷjŷɝÈįȝ

11:20

8 ¬Æ¯Ã

ɝ 12 Ň

͌11:30

9 uexÈ

ǰŏ 1 Ň̴ʋʬ̵KÅÉ¿

±

É¤

˓ą

˾ˀV]>yG 2 ŇkĆî˃ídE}=
ÅÉ¿

¤ p8 ˝Ǽ

,ɉüɓ

±j˾ˀhaFckˇŸ}

ÈʢńǭǩȻ¬Æ¯Ã ¤ ÛǱĒ
ÈÅÉ¿ ±˾ˀɞ PPT
̴,͋89 ĵɑ̵
ÈÂÉ±ÅÉ1ɞjɱˡǩġÉ¤̴,
͋89 ĵɑ̵ÛǱĒ
È@;A@(A@́AÉ¥ ÛǱĒ
È ÆÉ¤ ÛǱĒ
Èʋ˓ɞĉ ÛǱĒ

jvdE`]>u]=ŷɝÈįȝɝ 12 Ň
k=̜žK̉ƦdE~ĵĠʬKūFRe
KÕǀT]]x=1 Ɔ 1 d¶É¤X
~ReǀŻVcĨ̞V]>gI=Â
É±ÅÉȀhkÁÉÉhg~ŷ
ɝÈįȝɝE|JWx̄ŻV]>

TQ,5

gI=A ŭŷk÷ʴʬI{nɻçɾɼ

:

)J

/6

ƭǻjȾeĵĠʬjĺƹ=ˁ

ŧʌj̬ǈȘdE}=ŷɝÈįȝɝkɾ
ɼh̓~Ƈ̐ɶˤzŽʩʜ̮KūƍE

ɺV]ɥŁ̤hȸ`c˓X>

~̴]^Vʜ̮zŷʩɖȹhkúÛƙK

0

jÖȝeĈýdˀ`]]x=ÅÉ¿

̸͇ƭǻjȾ
ƭǻjȾk=âÎjˁ

±j̑űěhǭǩʬej³

j˻}dE

e³

~>
A  

:

10:30

1 Q&A

͌10:40

2 ¬Æ¯Ã

¤ P1 ˝Ǽ

10:40

3 ¬Æ¯Ã

¤ p2~3 ˝Ǽ

͌10:55

4 ÂÉ±ÅÉ̺

10:55

5 ¬Æ¯Ã

Æ

djçŤʁĥʌˀF=ĹǸʸ

ľʶgȀ̒Ļ`]>

ċƀ
0

·

ƚʙÝV¸¾§É¿ÆX~ReK



͌10:30

u]=RjȀ̒j̒h@;A
@(A
@́A

°Ã

É¥z=˧ǵj̈Ɲyˀ`]>
1̳̓͂
ÅÉ¿

±jƋąeVc=@ǭǩA

z@ɾɼAh̒ǡɬh̓~˩őˀF=

¤ p4~5 ˝Ǽ

[\ĵĠʬK@;A@(A@́Adƹ

͌11:05
11:05

°Ã
ÜŘk=
@Êǻŭŷî̮AeFG  ŭŷ

E~̵ɖȹdjŽǹeg`]>

Ȁ̒

h

H]>óHl=@ÜǻkÊÛdȒ]A@Ü
6 ¬Æ¯Ã

¤ p6~7 ˝Ǽ

ǻkſǺeȒ]A@ÜǻkǭǩʬeȒ]A
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gf=˩ọ̋ɯkXrcÄÉ¥

3¬Æ¯Ã

¿ÆdɺV]̴âÎjóĵɑ̵>gI=

¬Æ¯Ã

¤̻̼͋˝Ǽ
¤jċƀhŢbF]À

ŘʍjÑd@ÜǻkǭǩʬeȒ]Aeʍ

¥ˇgK|=Ž̛hɫŤX~

H]Ûhk=Fayǭǩʬò`cʁĥ

haFc=¬Æ¯Ã

X~J=FaJ|ǭǩėɞVcF~J

ÍQcłçʬK˝ǼV]>gI=

gfĻ̌d˩őV]>

G_  ÛhaFc=ĻȑȀjɷFĥɣ

Ûjó

¤j˝Ǽǳ˞v
Ûj

u]=˩ọ̋ɯjƲĮhk=¬Æ¯Ã

ǟąV=fj{GgǭǩļPcF~j

¤j &̺jċƀh̓˽X~̄Ǒʲą

JˉˊɬhJ}zXNɜˍdL~{

cINRed=¬Æ¯Ã

¤j˝Ǽe

GhV]>

jǡʟǚ]Z]>

4ÂÉ±ÅÉ 


,5

¬Æ¯Ã
I&

$

¤ &  j ÛjÖóˇc=

łçʬeǭǩʬd@ɝȽǭǩA
@ƎĢǭǩA
@ÂÉ±´É¹Aj

;@ǭǩAz@ɾɼÉAeFG

ajÂÉ±ð

ǈV]>ĵĠʬk@ʸĒeĈ˻ɌKE`

Rel=ʮF]ReKE~

]ÛAŢɉhÂÉ±̄nĵĠV]>

;@ǭǩAz@ɾɼÉAò`c

ʸĒejĈ˻ɌKˇaJ|gFĵĠʬk=

F~=u]k=ò`]ReKE~
;ɝȽjÑd=ʸĒdz~jkwYJV

ǭǩʬeÊʣhʸĒjɝȽz˫Ōgf

FRe=^JhǊè`csVFRe

Ǟ}˶}=
@Ĉ˻ɌAǠVcJ|ÂÉ

KE~

±hą~{GhǛɺV] >
ÂÉ±ċdk=¯Á¢ÉÉK

;ƈȒ=JgH]F@ŬAKE~

@ʸĒe¬Æ¯Ã

;@me}O|VAVcv]F

¤jȏÛejĈ˻Ɍ

kïJAz=
@[jÛKò`cF~ǭǩ


2¬Æ¯Ã

ʸĒyò`cv]FJA=u]ŃÂÉ±

¤ & ˝Ǽ

̳̓͂jÑh=¬Æ¯Ã

hIP~ĉîɬg˩ő̴ó̀@ƎĢǭǩA

¤j ̺h

jÂÉ±jŤńkĵĠʬʸ˯jʚÔɖ

̓~˩őɞǁVcIL=łçʬK˩
őJ|  j¢¤qj˝ǼhagF
^>u]=EZc@ȻƱAjɶŇƦh

2

RjȀ=ʸ|ÂÉ±̄pRejdL
gJ`]ĵĠʬK 2 ŇF]>1 ŇkɔĖǭ
ǩŷȘj 3 Ƣɝ=yG 1 ŇkɔĖǭǩŷȘ
įȝVc 1 ƢɯdE}=ÂÉ±̄r
gJ`]jkĉîɬgǭǩh̭ȖvKgF
eFGɜɠdE`]>

˩őʥ}˴wgfVc=ċƀh̓X~
ƋąeV]>
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ȹzÞÖd̦ƫ}]FReÈ̠VFRe

eÊʣhdL~{Ghg}]FRe= ̸

gf̵haFcɪˏöV=ÂÉ±j

ƞȊŽɛX~]xhėɞX~ǭǩÈɾ

ĆŏKƸYɪˏdL~{GhV]>

ɼÉ= ̸RJ|ɯǛVcFNR

5¬Æ¯Ã

e̴ JȈƲÈ ƢƲÈ ƢƲ̵dE~>

¬Æ¯Ã

¤ &  ˝Ǽ
¤ &  hE~=ĉîɬgǭ

ǭǩʬK[\ ̷ ̷ ̷ j˩ő

ǩjŇʀeċƀhaFc=À¥hɺ

˞vÍQ=ĵĠʬKʍHaaÅÉÉ

V]Reɹ˚VgK|=łçʬKÑƷ

¤hȅL˴wƮe`]>u]=ĵĠʬ

eg`c˝ǼV]>u]=RRudj

K˩őhʍH~jK̠VF̛k=ǭǩʬ

ÂÉ±ÅÉʌd=ǭǩėɞVcF~

K˩őÄÉ¥¿ÆhũȄ

ReKĕǼVcF~ĵĠʬhaFc=ʸ

Vc=Ńʸjǁƻjɹ˚eʮLĻ}ˀ

ĒjėɞVcF~ǭǩh̓~ʜ̮˛

`]>

`cy|H~{G=˾ˀḧǆV]>

8¬Æ¯Ã

6¬Æ¯Ã

¤ &  ˝Ǽ

ǭǩjɢV˴veǊ̤haFcj
j¢

¤ & ˝Ǽ

RRudjċƀɹ˚V=̳̓͂j̣
a

ɯÊaYaÀ¥hɺV=łçʬK

±À¥ɞFcɹ˚V=

˞vÍQcɹ˚V]>u]=ƸˆhƹW

[\haFc̤˸`cłçʬKĽ

cuexh̓˽X~˩őˀF=
@<A
@(A

̧d˝ǼV]>

@́AÉ¥dɹ˚V]>

7ÂÉ±ÅÉ 
¬Æ¯Ã

9uexÈ

¤ & ͌ jǊ̤hȸ`cǭ

É¤˓ą

ĆîʢǗˀF=& jº

Éɹ

ǩɢV˴w̛j=ȇĔjǊ̤dE~@ɱ

˚VcʚÔV]>ʚÔƲh¬Æ¯Ã

ˡX~Aj̆Ēh̓X~ÂÉ±ÅÉ

ǮœɌ

ŽǹV]>ĵĠʬeŷɝKƌÂÉ±

zXTʌhaFcjɹ˚ˀ`]>

ð}=[\Kɱˡʬeɱˡǭǩŏ



hg`c=ǬéɬgɱˡŤ̢Ɛ̑V]>

UQ=*

[|jɱˡhŢbL=ŃʸÅÉ

¤

É¤̈ƝV=J}

âÎdk=ȏÅÉ¿

±ʸîjɗ

É¤̴& ĵɑ̵ȅNReeV]>Å

FḰǈT]JfGJ=u]ÅÉ

ÉÉ¤jċƀk≠ÜǭǩėɞV

¿

cF~JfGJÈėɞVcF~Ťńkf

]ɌhaFcʫƄX~>

gǭǩJ= ̸RJ|jɝȽdz`c

̸͆ÅÉ¿

v]FReÈe}Nv]FReÈǭǩʬ

±ˀGɯɬhƆVcǼ|JhdL

±ji|F

ȏʎjȇĔhǜQ]=ÅÉ¿

±
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j

aji|FḰǈT]JhaFc

âċj  ȭdE}=f_|yŽ̛hǭǩ

ʫƄX~>

ėɞX~ʜ̮z=ǭǩėɞX~ĸ

;ǭǩzɾɼ˯˵hʫH|~{Gh

ÛÈɶÛKsefFgFeFGĈ˻Ɍ

g~

ȉVcF]>u]ÂÉ±̄ǑȀh@

;ʢńǭǩȻh{~ɾɼÉjʃ̩

ºÉKLhNFAeʍHcF]>u

ɜˍX~

]=

;ʢńǭǩȻh{`cǥôT~ɾɼ

ŪJ|ĉîɬgƮdjǭǩļP]ʜ̮

ÉėɞX~]xjǊ̤haFcɶ

kĆNgJ`]>]^V=

~

]FɝȽgfhkĉîɬgºÉǚ

Rj@ʢńǭǩȻAÅÉ¿
IFc=Í˓

±h

Ňey̜žK˱ƦdE}=ſǺâ

ŇkƈȒV

`cI}̴ÊÛȃ|Vʌ̵=[ÂÉ

ajɯȤk=FYý

±ÅÉ

ȀhkȅL˓XReKdLc

ǈT]eˏ`c{F>eNh  Ɍɯe

F]ɌJ|=ºÉKLhNFg}

ɌɯhaFcḱǈT]eFH~>

hǭǩÈɾɼÉj˙ʘhaFck

uY=ĵĠʬjŭĮkÂÉ±ÅÉ

ɜˍdL]yjeʫH|~>

 j̛=@ÖóeʸĒjĈ˻ɌAʫH=

VJV=ɯɬj

ɌɯdE~@ɱˡj

ĵĠX~ÂÉ±̄ǑX~ReKdL

Ǌ̤AhaFck=ÜŘjÅÉ¿

]>RkŃÖó˯˵he|H=ʸĒ

±dkɹ˚kV]yjj=ɜˍdL]J

ejǡɌˇđXReKdL]ʝȕeʫ

jȜ˖KÏĬĒdE`]>¬Æ¯Ã

H|~>u]=ÂÉ±ÅÉ

˻

&  jɱˡǭǩjźĆgɦéî̮kđȒ

Vc=ĵĠʬ|kŷ^ǭǩÈɾɼÉ

gJ`]]x=Ǌ̤jɜˍeVcî̮ɬ

ʸĒhEckx=ėɞV]Fyj

hɜˍdL]JfGJkÏǼgɌȮX>

zÜƲǭǩļPgK|ŽɛV]FRe

]^V=
@ɱˡdfgRe˘Zl{

ʫH~ReKdL]>RkŃʸKʸ

FJAeF`]ɱˡċƀhaFck=

ĒjɝȽeǭǩÈɾɼÉʝnà

ÂÉ±ÅÉ

PcʫH~ReKdL]ʝȕeʫH|

̃ēgŘʍKȅJcF]ReJ|=Ê

~>

ŻʂƦɜˍT]yjeʫH|~>Ü

]^=ÂÉ±ÅÉ  Ȁh=ÂÉ
±̄pRejdLgJ`]ʬK
]>Rj
ŷȘ

¤

dɞF]ÅÉÉ¤h

ƲÂÉ±ÅÉȜˑX~̛h=Ž̛

ŇF

hɱˡǭǩjʜ̮jE~ǭǩʬe  Ɔ 

Ňk  ȭjɶɬ̜žɔĖǭǩ

jÄÉÂ±ÃˀGgf=ĉîɬgƮ

Ƣɝe=ǭǩŷȘįȝVc

Ƣ

dǊ̤ɜˍdL~{GgċƀjăŽK
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ȵx|~>
̸͇ÅÉ¿

V=
@J}hNJ`]AɌKE`]  Û
±jɯɬ

Ñ

ȏʈjḐ̌hǣQ]=
@ÅÉ¿

±A

Ûh@Ƿ]hŷ^ReAeVcĉ

îɬgÉŇj˓˷Kˇ|]Re

ˀGReh{~ɯɬḰǈT]Jf

J|=ÉjċŽhaFcjè́ģ

GJȜ˖X~>

ȕkÊŻʂƦE~evc{F>

0@J}zXFɒA¬Æ¯Ã

¤K=

]^V=ÜŘjĵĠʬj̜žʂƦk̉

ɶɬ̜žƭÖʬhe`cȏƭhJ}z

ƦJ|˱ƦudūƔh]`cF]K=

XFyjeg`cF~J

ǭǩʬKst  Ɔ  dƠȀǭǩdL~î

ȇƲhŽǹV]ǮœɌ

É¤

ĘĻ`cF]]x=ɜˍKö˾T]

dk= ŇÑ  ŇKXrcj³ÉhƆ

ReKʫH|~>ȻƱzćɬȨ̓d{

Vc@J}zXJ`]AeŘʍV]>

NòɞT~Ƞƺzɞ˛haFck=¬

u]=[jÑdy@Ĕxcŷ^ReK

Æ¯Ã

E`]JfGJAeFG˩őhƆVc=

KE~ReǛǫVcIN>

Rj  ŇjG_

1@J}zXFɒAɞFcƿţè

ŇKȻƱʸîjŇʀz

ĉîɬgÉŇǜQcF]>

¤^PdkÏĬĒdE~ľʶƼ

́X~̛j̈ǆXrLɌzƗŮXrLɌ

RjReJ|=ƭÖʬjʵȂÖƿeV

¬Æ¯Ã

¤jvdkɜˍK̠VFɌ

cÊŻʂƦȻƱh̓X~RezǭǩÈɾ

h=Ļ̌d˃ˬ̉ɌɬhˀGReh{

ɼÉK˯˵dE`]ReKGJK

}=ÂÉ±ÅÉhagQ~ReKd

H~>ǭǩėɞV]ʜ̮ʌKE~Ûk=

L]>u]ÂÉ±ÅÉ

Ƿ]hŷ^RekƍgF{GdE`]

dkĉîɬgǭǩzɾɼÉjŇʀ

ReJ|=Rudjǭǩjėɞʜ̮K

ʌK˓˳dȒ]Ɔ˥ʬKĮǱâÍhÍ`

¬Æ¯Ã

]ReJ|=ÉjċƀhaFcE

¤jɜˍƦE~ʂƦƘŀV

]eʫH|~>

jɱˡǩġ

~ʂƦɜˍdLcF~eʫH|~jd=

u]Xrcj̣ɯK@J}zXJ`

R_|KŒɪǁŝVcF~Ťńk=

]AeŘʍVcFgF  ÛjG_=&

&  =&  ċƀɜˍj̆ĒT|h̉Ɍ

KJ}hNFyjk

ɬh˝ǼX~e{FeʫH|~>óH

Ň=&  =&  =

&  KJ}hNFʬkŃ
J}hNFʬk

Ň=& K

l=ÂÉ±ċjĉîóÖěhˠȗV

ŇdE`]>˓˷jÞ

cIL=¬ÅÉ¶Æ¤hǟąVcIN

ǸeVc=& j̳̓͂kƭÖʬjǀŻe

e{F>

ƍV̟cF]ReKÕǀT~>]^

u]=[GV]ĉîóʌǟąX~̛

61

本文.indd 63

2016/04

k=ǿĀzďɳʌòɞX~Re=î̮

ĭƲhŽǹV]>ŽǹȀ̒k  Ȁ̒d

ˡ˘Vcy|GRehĠH=ľʶdE

E`]>

lĥɣÈǿĀ˧ǵKE~e{F>ȏÅ
É¿

ÅÉ¿

±jȀ̒ċdĬĒhɜˍ

±j@Ƿ]hŷ^ReAh

dL]J=E~FkɃx|]Jjɹ˚

IFc=ʸɠ˓˷d@;;T̴¬Æ¯

KÏĬĒdE~Ťń=Rj{GgǊȻ

Ã

¤ó̵jĥɣkXSJ`]dXAe=

ɞFcȜ˖X~ReyľʶdE~Re

ˉˊɬ˧ǵhĠHcĥɣjƿţè́Kģ

ɢVɅH~>âÎd[j˙ʘ˷r~>

ȕɬ^`]ReKɺŐT~J|dE~>



2@J}zXFɒAɞFcƿţè

 î̮¸¦ÉÂ̴ Ȁ̒ĮʂƦ̵

́X~̛j=ǭǩʬjƯĝe˟̨

;ÃÃÉ¿Æ̴  ĒʂƦ̵

ÜŘ=͂ŭŷjŷɝÈįȝɝKǭǩʬ

Ćî

eVcĵĠV]>

hȸ`]˘̨

ʢńǭǩȻj@ŒɪAh̉ɌʧNŤ
ńk=¬Æ¯Ã

ajÂÉ±hĒP=¢É·
aɞǁV=Ä¤

ÉŽǹV]>Rk=[jƲjÅÉ

¤h˓˳T]ċƀ

É¤ȅN̛h=ʸĒj˘ǲɜX

ɜˍV=ʸ|Kz`cv]FƈȒjN|

~]xjůȨƴ~Ree=ĵĠʬņŧ

VhaFcʫH~=ǭǩzɾɼÉ

jĈ˻Ɍjɪˇi|FeVcjRed

Ǭéɬh̄pgf=ʸ|jƞȊ˘X

E~>

RehagQ~ReK̉ˆdE~eʫH

;î̮¸¦ÉÂ̴  ĒʂƦ̵

|~>̜žK̉FŤńz=ɔŻjÛe

@ʸĒj̾ƢƲ=̺̹ƢƲ=̻̹ƢƲ

j¸¾§É¿ÆhjvǅcFc

ʫH{GA¢É·hV]ÅÉÉ¤

ȁȯɪ˛KȞʉhƍgFÛhk=ǭǩʬ

ɉüV=ȏÛÑƷh˓ąX~ǸȻɞ

h{~ɪ˘z=̜žɔƼɜˍV]ƿţ

F]>u]=ˏ˛djʸƚˁɛKś̠g

ǥɺKɜˍhɰʝX~ReyE~>Ƹˆ

ĵĠʬyF]jd=ʞzŝǤP~ɣȑ

hƹWc=ĵĠʬjȁȯjɖȹ{Nɶ

ɞǁV]>

~ǭǩʬɹ÷X~ReKʱˆdE~>

;ɪˁ̴  ĒʂƦ̵



î̮¸¦ÉÂdðǈV]ÅÉÉ

VQBF

¤hŢbL=ÊÛ ͌ ĒʂƦj±ÃÆ

gI=Rjǻj@Êǻŭŷî̮Adk=
ȏÅÉ¿

¢É¿Æˀ`]>

±jċƀˮuH]GH

ŢȏɬhkĵĠʬKʸĒd±ÃÆ¢

d=
@ƈȒjReʫH~î̮¸¦ÉÂA

É¿Æˀ`]K=ɪ˘K̠VFĵĠ
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ʬkǭǩʬKàFcÆ¾ÉƮƩd

ʂƦ=Ƣ̱ƒ=ɔh;;haFcɶ}]

ˀG=E~FkE|JWxuexcIF

F=E~FkXdhǭǩļPcFcũ

]ÅÉÉ¤jċƀá˞X~gfj

ȄV]Fgf=ÖěˠȗzʮLĻ}ʌh

ǊȯĻ`]>

cE~ʂƦ¬Æ¯Ã

;ʫƄ

ċƀ̉ɌɬhèH~rLJǀŻdL

ɪˁȀhk=ĭěÑj@ʢńǭǩȻA
ÅÉ¿

¤jfj³Éj

~{GhVcIPl=T|hɜˍKö˾

±dŷ^ċƀKĺǿT

T~eʫH|~>

cF~ĵĠʬKˇ|]>óHl=ƈȒ

u]=®É±Â¯É¤zȏÛȽĥ

h̓X~ƞȊeVc@ÊÛO|VV]

ʌ=ǉƑKE~Ťńk=[jǉƑX~Ś

FAeFGǭǩǀŻVcj§Éz=

îjƑƼŽǹûKɜˍV]GHd=Å

@ʝŲVcſƨǚ_]FAeFG§É

É¿

ĽhX~ĵĠʬKĮǱhÍ`]>

dE~eÕǀT~>

RkXg_=ĭěÑj@ʢńǭǩ
ȻAjÅÉ¿

±ŽǹXlT|hģȕɬ

̸͇ĵĠʬjÒîɬgĵĠ

±h{`c=ƭÖʬ

ȏÅÉ¿

±k@;A@(A@́A

jɊŞɬg§ÉKǼǳĪT]yje

É¥d̙ȀǁƻɺZ~eRhɔ̏

ʫH|~>

KE`]>ÂÉ±ÅÉhIP~˘V


WQ".

ńFgf=ĵĠʬK@ǭǩAz@ɾɼ
EN

ÉAhaFcÒîɬhʫH=ʸĒj

˃ˢj˻}=ĵĠʬkʢńǭǩȻÅÉ
¿

ǁˇFGȨçūN˔P~ReKʱˆ

±jvdkȶvÍQ~Rejd

hg~>ʸƚÒƫj̠VFĵĠʬjŤń

LgF§ÉȉX~ReKʫH|~>
ÜƲ=¬Æ¯Ã
ʬhƆVÅÉ¿

k=ǭǩʬzłçʬûJ|jöVʌ̃

¤ɞFc̜žƭÖ

żˀG{GhƷKPl=ɜˍhagK

±ŽǹVcFN

~eʫH|~>RjǁƻˁɺjǸȻh

hE]}=âÎjɌ̈ǆÈȜˑXrL

aFckÜƲey˸ʅKƸˆdE~>

eʫH|~>
̸͆Ɔ˥ʬjǀŻ
ÜŘjÅÉ¿

±kŽǹX~ŭŷ

j̇ńÍd  īŞìÈŞĩjɶɬ̜žʬ
ÑƷeVcĨ̞ˀ`]K=Ž̛jɾ
ɼqj§Ékú?Ȣ?dE`]>̜ž
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Fcɶ~>

ʊ×ʎ @J}zXFA¬Æ¯Ã

R|ji|FḰǈTl=
@J

¤ėɞV]ƿţǥôjŽ˭1

}zXFɒA¬Æ¯Ã



¤ɞFcjċ

RQ
?-M89;

ƀjŒɪḰZ|]eˏ`c{F>R



|ji|F́ǈXrN=¬Æ¯Ã

)J

¤jȾhȸFaa=JaĵĠʬjǁƻ

@ʿư̕ȫȻAjċƀJ}zXNè
H~Rek=ėɞʬqjŋɶķnɾɼ

KƉ̉dL~{G=ÅÉ¿

ÉėɞjǖŭeFG=ƭÖʬj@Ȧ

ƀåɣV]>
âÎd=ȏÅÉ¿

ėAŸ~eFG̉ˆgǁʨKE~>˵

±jċ

±jåɣI{

Ƣj̜žʬʿưjċŽJKv~h=

nŽǹhE]`c=̈ǆV]ɌhaFc

ɶɬ̜žʬjƷ˯mfNþaP~ʿư

˷r~>

̕ȫX~RekŔʡj˟̨dE~>[

̸͆ȏÛÒîeg~ĵĠjǸȻʫǆ
ÅÉ¿

jÑdy=ɶɬ̜žjE~ȏÛK@ʿưA

±hIFcȏÛKÒîɬ

jŻʨz@ʿưAqjƆĐȻɶ}=
@ʿ

hĵĠdL~{GḧǆV]>uY=̜

ưAhƆVcŨÍQ~RejƸˆƼz

žjE~ȏÛKłç˾ˀzĆîÄÉÂ±

̉ˆƼɜˍX~Rek=Æ¬ÅºÆ

ÃǕƭV=ʸĒ]_hJJ~Re

¤ķnÂ¯È

ŷdF~eFGǁˤyc~{Gh

¥µÉjˌɌJ|

̈ǆV]>

y=u]ɛŽɬû̢J|y=ǁʨɃFy

u]=ʿưhaFcʸ˯jʜ̮Ǟ}

jeʫH|~>

˶}gK|ʫH|~{Ghg~]xh=

ÜŘðǈV]@J}zXFɒAɞ
Fc=[jċƀdL~^Pɶɬ̜žƭ

³

ÅÉzÂÉ±ÅÉɞFcĵ

ÖʬKɜˍVzXF{GhèH~Re

ĠʬKÒîɬh˘V=ʫH~Ȩç˔P

ʫH~eL=
@ʿư̕ȫȻAÅÉ¿

]>gIÂÉ±ÅÉkǭǩʬKƸˆ

±jŽǹhIFc=âÎj{Ghi|F

hƹWc˃íX~ReǀŻVcF~>

Żx]>

̸͇ƿţǥôh̓X~ƗŮ
ÅÉ¿

;ʿưjŻʨeʃ̩ɜˍX~

±jŽ˭Ȁh=ĵĠʬ˧

ǵɞǁV̈ƝV]̴& ĵɑ̵>

;ʿưhE`]eLh=
@Fz^AeF`



cFFRe=u]@ɱˡAVcFFRe

SQ

ɜˍX~>

7C

âÎh˓XȠˆjeI}=
@̜žʬʿư

;ʿưhE`]ȀjƆĐzɱˡǸȻha
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̕ȫȻAj¬Æ¯Ã
¿

¤ɞF]ÅÉ



±ŽǹV]>gI=ÅÉ¿

A  

±k=ŭ̔ǊagOʴǈçjƭÖʬ

:



Ȁ̒

ċƀ

ÙȾçejĈýdŽǹV]ReɢVɅ

14:00͌

0 łçʬEFTaÈ˾ˀj

H~>

 14:05

̸͆̑ýh̓X~ƿţ

14:05

ǻȀ̀  Ƣ

͌14:15

Ȉ  ǻǻ ͌ 

Í˓jG_=ÅÉ¿

14:15

±Kıx~

Ȁ̒k  ͌ =  ͌  j 

͌14:50

Ȁ̒

14:50

ĒdE`]>
Ň

͌15:00

Ňk=ŭ̔ǊagOʴǈ

15:00͌

ĵĠʬ̀ɶɬ̜žȉX~ƭÖʬ
R|j

çh̓˽X~ȏÛȽĥj@ŭ̔ey^_

15:15

jçA
@V|TM¨¤Ae=ŭ̔ƥťƜ

15:15

hE~ȏÛȽĥ@TN|çAjFYJ

͌15:50

hǉƑX~ɶɬ̜žƭÖʬdE~>ȇy

15:50

ʻFĵĠʬd

͌16:00

ȭȇy̯̱gĵĠʬd

2 ßƚʙÝ

3 ÄÉÂ±Ã

æǇ

4 ˘VńF

5 uex

ÈʢńǭǩȻ¬Æ¯Ã

dŉw>

ÈÅÉ¿

ǭǩʬ̀ǭǩʬk@ŭ̔ey^_jçA

¤ ÛǱĒ 

±˾ˀɞ˧ǵ̴& ĵɑ̵

Èʋ˓ɞĉ ÛǱĒ

Ň@V|TMÈ¨¤A Ň@TN|çA



Ňjː  Ň



Ňe=ǭǩʬ  ŇKÅÉ

TQ,5

±˾ˀV]>ǭǩʬkĆî˃íd

E}=ÅÉ¿

°Ã

,ɉüɓ

Ʀk̉Ʀ̴ɩʴǊƟ͂īĒ̵J|˱Ʀu

¿

1



ȭdE`]>gI=ĵĠʬj̜žjʂ

ƭÖʬ

ɹ˚

)J

/6

 ƭǻjȾeĵĠʬjĺƹ=ˁ

±j˾ˀhaFck

h

ɺV]ɥŁ̤hȸ`c˓X>

łçj˃ˬzuexȀj˝ǼdE`]>

0łçʬEFTaÈ˾ˀjɹ˚

̸͇ƭǻjȾ
ƭǻjȾk=âÎjˁ

:

ĵĠʬĆŏdČƧhg}=łçǕƭ
j˻}dE

X~ĵĠʬ

~>

ŇKĆŏjědǝǘV]>

u]=´Å¤µÉ¥h˓T]ÅÉ
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¿

±j˾ˀłçʬK˞vÍQc=

ĿȏĵɑVgK|=ʰŤdjƷɜɬʿ

Ćîdɹ˚V]>

ưjŤ̴̢̈́ͅ˧ǵ &  ̵=ſƨdjʜ

1

ɆɬʿưjŤ̴̢̈́ͅ˧ǵ  ̵j

°Ã

@vgeɶ}ńFhgGA¢É·

jÄÉÂ±Ã̎˨V]>

h=̝jÛe×ÛÊʛhg}=ʸƚʙÝ
ˀ`]>ÅÉ¿

ó

u]=Í˓

ójÄÉÂ±ÃjƲ=

±˾ˀɞ˧ǵ̴â

̈́ͅ˧ǵ ̿jƲĮjʿưjʃ̩ǭǩ

Î=̈́ͅ˧ǵ>˧ǵk & ĵɑ̵j & @v

ʬKĆîhƆVc˞vÍQ=˝ǼV]>

geɶ}ńFhgGʮLĻ}É¤A

4˘VńF

ɞFc=ØFh˩őVńF=ʮLĻ`

@̜žʬʿư̕ȫȻAj¬Æ¯Ã

]ċƀÉ¤h˓V]>

¤

̈ƝV]GHd=ĵĠʬ  ÛYa= a

ʮLĻ`]ċƀk@ŇěA
@ǉƑX~ȏ

jÂÉ±hĒJc=ÄÉÂ±Ãj

ÛȽĥjɡǴA
@ſǺzÖȝǉzçɻjÛ

ǃǀzʜ̮˘Vń`]>[j̛=Ń

J|=)Fz^gD*)zxcsVFg*

ÂÉ±h  ŇYaǭǩʬKàL=Ƹˆh

eƻGRee[jċƀA
@[j{GgȀh

ƹWcÂÉ±¯Á¢É¤V]>

ɱˡX~ɱǊAdE`]>

u]=˘VńFj̛hk=ŃÂÉ±d

2ßƚʙÝ

yGÊƦÄÉÂ±ÃŽǹV=
@ÒÛć

ʸƚʙÝj̛hȅL˴^É¤hŢ
bFc=³

jɶɬ̜žʬkfGƻGJAɹ˚V]>

hg`]ɱǊvghʙ

ěĮjÄÉÂ±Ãh̓Vc=ÒÛć

ÝX~@ßƚʙÝAˀ`]>ĵĠʬK

k@LaFA
@ʰŤjÛhRgoGhˏ

[\³

jɱǊʙÝV=ʮLĻ`

]|ɏ~@̴ʰŤjÛK̵J}zX

]É¤jċƀ˞vÍQ]>Ňězǉ

NËƅhˏ`cN]|J~jhAg

ƑhĠHc@ʿưAh˻Y~@Fz^g

fjǁˇKd]>u]=ƲĮjÄÉÂ±

DAeƻ`]ʜ̮˘Z]jkƍǱhe

ÃhƆV@GVNgFA
@ÊÛȃ|V

fu`]>

V]Fjd=I̋KgFeś~A
@IȰT

3ÄÉÂ±Ã

jǂƿJyVgFAgfjǁˇKđ

E|JWxĝ}Ǟ|]ĵĠʬ

ŇK=

ÒÛćÈʰŤjõ̏ÈʰŤjÒäƯÈÒ

T]>
T|h=̈ƝT]¬Æ¯Ã

¤ˇ

ÛćjȰˋhg`c=ĆŏjědÄÉÂ

gK|=ŃʿưjÖó˘VńFjÑd

±Ãˀ`]>

ɹ˚V]>
@é]{Ggʜ̮KE~JAe

ĵĠʬk=̈́ͅ˧ǵ &  hĲęT]

FGɌh˘KƐ̑V]ÂÉ±yE`]>

66

本文.indd 68

2016/04

u]̈́ͅ˧ǵ & j˩őj̺@ʸĒK

ʫƄX~>

BʿưCT]eƻgPl=fgR

;ʿưjŻʨeʃ̩ɜˍX~

eTcy=[kBʿưCdkgFA

@ʿưAeFGˏʽʸîk=ĵĠʬhy

̻@̜žjE~ÛjſǺz=̜žjE~

ʭ̭ȖvjE~yjdE`]K=˾ˀ1

ÛǭǩVcF~Ûk=̜žjE~Ûj

͌2jßƚʙÝjÑd@Fz^gDeƻ

Reŭēhƻ`cF~jd=
BʿưCX

`]ʜ̮AhƆVcʍHđZ]ʬkƍ

~RekgF>[k@VaPAz@˒

ǱdE`]ReJ|=ĵĠʬjŭĮkě

ʤA^̲Aj

Įdk@ʿưAhaFcɜˍkdLcF

Ɍh̓VcjŘʍy˘V

ń]>

gJ`]ReKɺŐT~>VJV=3

5uex

jÄÉÂ±Ãz4j˘VńFʜ~Ñ

̈́ͅ˧ǵ @ÜǻjuexAłçʬ

d=@[k̴T]|̵Fz^eƻGA

eǭǩʬK˞vÍQ=ċƀɹ˚V]>

̴/jdʿư^̵eFG=ɜˍhagK~

̈́ͅ˧ǵ  e@̜žʬʿư̕ȫȻA¬

ɪˏKŃÂÉ±ċdūǱˇ|]Re

Æ¯Ã

¤jċƀk=̉g~̆Ēʥ}

J|=
@ʿưAjŻʨdE~@Fz^eƻ

˴^yjeg`cF~>ǭǩʬJ|u

GReT~ReAhaFc=ūNj

exeVc=ȻƱjȬƩŇʀ=ïKʿư

ĵĠʬhʧFcɜˍKɃĪV]yjeʫ

dE~Jɶ~RehaFcjɶˤj̉

H|~>

ˆT=ŊɪjĤȴjŭēTɹ˚V]>

;ʿưhE`]eLh=
@Fz^AeF`

ȇƲh=ȇĔjßƚʙÝdɹ˚V]@ɱ

cFFRe=u]@ɱˡAVcFFRe

ˡdL~ÛAjȉɎe=ɱˡVcFFe

ɜˍX~>

FGRehaFcɹ˚V]>

RjɌhaFck=ÄÉÂ±ÃʚÔ



Ʋj˘VńFjÑd=ɜˍKɃx|]

UQ=*

eʫH|~>ÄÉÂ±ÃƲhɫŤÛ

âÎdk=ȏÅÉ¿

±ʸîjɗ

ɓjȴǚ_ɜˍX~˘VńFjÑd=

FḰǈT]JfGJ=u]ÅÉ

¯Á¢ÉÉzĵĠʬņŧjÑd˚

¿

ˤT]ɪˏKE`]J|dE~>u]=

±ˀGɯɬhƆVcǼ|JhdL

]ɌhaFcʫƄX~>

uexj̛hłçʬķnǭǩʬK=˧ǵ

̸͆ÅÉ¿

& z=¬Æ¯Ã

±ji|F

ȏʎjȇĔhǜQ]=ÅÉ¿
j

¤jˁʕjº

É

±

˞vÍQcɹ˚V]Red=[|h

aji|FḰǈT]JhaFc

aFcɜˍKT|hɃu`]ReKǢɈ
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T~>

ÜŘk@J}zXFɒAj¬Æ¯Ã

;ʿưhE`]ȀjƆĐzɱˡǸȻha

¤hĠH=Ʌàj˧ǵɞF]>Rj

Fcɶ~>

˧ǵhȸ`c˾ˀV]>ÅÉ¿

RjɌhaFck=ȇƲjuexjÑ

±

jĺɲeVc=1͌2jȀ̒K̏ƪF]

d=łçʬzǭǩʬK˧ǵz¬Æ¯Ã

RegfKǭǩʬûJ|ǜQ|]>ɶ

¤ɞFcJ}zXN˝ǼˀGhe

ɬ̜žʬkˉˊɬƿţKāêdE~Re

fu`]]x=ɜˍKɀ˹V]JĬĒ

KūFjd=¹ÉJaJ}zXF

hɹ˚X~RekdLgJ`]>

˾ˀˀG]xh=˧ǵjßh¬Æ¯Ã

̸͇ÅÉ¿

±jɯɬ

¤J|ǐʑV]À¥ʌjˉˊɬ˧

ȏʈjḐ̌hǣQ]=
@ÅÉ¿

±A

ˀGReh{~ɯɬḰǈT]Jf

ǵKEl{}ģȕɬhg~eʫH|
~>

GJȜ˖X~>

u]ÄÉÂ±ÃK̠VFŤńgfk=

;@J}zXFɒA¬Æ¯Ã

¤K=

̍ɣʌjǿĀɞF~RedáȆyľʶ

ɶɬ̜žƭÖʬhe`cȏƭhJ}z

dE~>

XFyjeg`cF~J

;@J}zXFɒAɞFcƿţè

ȏÅÉ¿

±hIFc=
@J}z

XFɒA¬Æ¯Ã

́X~̛j=ǭǩʬjƯĝe˟̨

¤[jyjhaFc

ʿư̕ȫȻÅÉ¿

±k=ĵĠʬ

jǁˇɹ˚X~RekdLgJ`]>

ÒƋjÂdŽǹV]>˘VńFz

]^V=ÄÉÂ±ÃŽǹX~Reh

ÄÉÂ±ÃhIFcĵĠʬK@ʿưA

{}=¬Æ¯Ã

¤jʕ̢ÍdkĬĒh

h̓VcɜˍVʫHɃx~hE]}=

è}hNFʿưÖó=ĉîɬgJ]

ƭÖʬÒƋǁˤV]¯Á¢É¤K

_dè́dL]>˘VńFjÑd=ĵĠ

̉ˆeg~>ȏÛjǁƻzʫHƪLđ

ʬKÄÉÂ±ÃjʿưÖóɹ˚V]

X{GgőFJPˀGReḧǆX~

j_h¬Æ¯Ã

ƸˆKE~>

¤ˇ~Redɜˍ

ɱÓɬhɃxcF~ȢųKɹ˚dL]>



âÍJ|=&  jʿưÖóh̓Vc=

VBF

J}zXFɒjċƀKÊŻʂƦkè́T

ÜŘj@ʿư̕ȫȻAÅÉ¿

±

]eʫH|~>

k=ŭ̔ǊagOʴǈçh̓˽jE~

;@J}zXFɒAɞFcƿţè

ȏÛȽĥjçjÙȾçĊicŽǹT

́X~̛j̈ǆXrLɌzƗŮXrLɌ

]>RjÅÉ¿

±hIFc@ÙȾA
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X~Rek=ȏÛȽĥeVcyǁʨjE

E`]>

~RedE`]>u]=ʸĒjʜ̮{

ÜƲ=¬Æ¯Ã

Nɶ|gFÛh˘XeFGɌhIFcƭ

ʬhƆVÅÉ¿

ÖʬȽĥeVcjǁʨKE`]K=ÊǸ

hE]}=âÎjɌḧǆXrLeʫH

dɶ|gFÛhʸĒjʜ̮˘XReh

|~>

̠VTǃWc=1͌2ȀhŘʍKƍg

̸͆Ćîɬg¯Á¢É¤

J`]ľʶƼKE~ReɢVɅH~>
u]=ȏÅÉ¿

¤ɞFc̜žƭÖ
±ŽǹVcFN

ƭÖʬÒîɬgÅÉ¿

±k=@$#%!

±ˀG

̛=łçz˾ˀyȞğĵĠʬKˀGRe

"'! ̲ ʇ_ňJIG̲ʸĒjğdA

KȊuVF>

ĵɑVcȡǈTcF~ReɢVɅ

u]=ÄÉÂ±ÃjǕƭʬj̄Żg

H~>@$#%!"'! ̲Ak=Á©

fŉx=ÅÉ¿

ƖʇŭŷȘÈ̜žeÛ̒ɪ́ŷ̆

~ɶɬ̜žʬ|jǉƑX~ƭÖʬŚîj

@ʿưe̜ž§

°AɸʅÉ¹j=

¥µÉeÆ¬ÅºÆ¤È±Ä

ɔƶʌǓTHcINRed=ÅÉ
¿

¤ÒäɸʅʬdE~¦ÆÉÈ¯

̑ýȀȋzşš=u]ĵĠʬjƑƼh

¥

ń`]¦ÁhũȄX~Red=ċƀ

µ¤Ajʪ˕Ţh=&% K
 Ƣ  Ȉh@ǻȏɒ

±K{}ģȕɬhŽǹdL~>

̸͇ʿưÖój¦Á

¡»ÆÈÇȳK   Ƣ
h̑ɪV]@̜žʬzǭǩʬňPj

±ˀGƆ˥eg

ɜˍKö˾T~ReKȋưdL~>

¥µ¤¢

̸͈˂ʿưʜ̮qj̈ǆ

¤AeVc˄ðV]yj>ʿưhƆV

ÜŘjÅÉ¿

±dǌ`]@ʿưA

c@EL|xgFAReɯɬeV]

k=ĵĠʬjʜ̮h{`ck¤À·

Â¯È

ĚɋX~Rez=¯À

¥µÉeVcjŷnjȨç

¾«

ʌ

dE}=u]ĵĠʬʸ˯zǭǩʬÈſǺ

ƪL˪RXReyʫH|~>ĵĠʬj

jÆ¬ÅºÆ¤ǁŝV]yjdE~>

Öƿh˙VFǭǩʬz=Ʒɜɬg¯Ä


WQ".

É
EN

˃ˢj˻}=ÜŘjÅÉ¿

±KľʶgǭǩʬKˇŸ}=Ƹˆ

hƹWcÝądL~ɖȹdˀGReKȊ
±k

uVFeʫH|~>

@ʿưAqjɜˍÈŒɪeFGÂ¯È



¥µÉeÆ¬ÅºÆ¤jˆʖK=
¬Æ¯Ã

¤ċƀʸîjè́eɱ˃ɬd
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ʊÌʎ ɶɬ̜žʬƆ˥eV]

~J|dE~>

ÅÉ¿

̸͆ʒɽɪ́Ƣ̱K  ȭ͌ ȭ̴ɶɬ̜

±jÜƲjƐ̑eɤ

žKÑ͌˱Ʀ̵

ǁɌ 

ʜ̮V]ReKgNcy=ǀĀX~R


ȏʎdk=
@¬Æ¯Ã
É¿

eh{`c=ņWƼ˩ǚayjĒ̩

¤ɞFcjÅ

X~ReKdL~>{`c=ɶɬȨʶK

±Ajya˟̨eÜƲjƐ̑

Rjȯ̘jɖǄhE~Ûhe`ck=

I{nɤǁɌhaFc=ɶɬ̜žĀÈŽ
ǹǸȻÈƭÖʬÒîqj˰ǧj

ÂÉ±ÅÉŉwÅÉ¿

ɌJ|

ĵĠk=Ȳ˲ɬƀǽdE~eĕǶdL~>

ǲɜVcFN>

řȕ̓õhaFck=Êʹɬgyjg



|ɜˍdL=
@͌g|͌^GAeFGǢ

RQ+GD(
ŷʩɯɬeV]ÅÉ¿

ˢKľʶd=ĳřj˝ǼKdL~>]^

±Ž

V=ɜˍdL~řȕ̓õk=ĉîɬdİ

ǹX~Ťń=Ɔ˥fj{Gh˔ŻX~

ʔgyjh̗|~>[j]x=ɜˍ

Jk̉ˆgeg~>[k=ɶɬ̜

˃G]xjƗŮ̴ũĪȲr|~{G

žjʂƦh{`cɜˍğz¸¾§É

hŝˍX~ʌ̵KƸˆeg~>

¿ÆğhŭLĝFKv|~]xd

ȅLˏʽjɜˍKdL~{Ghg~j

E}=ɶɬ̜žj̆Ē̴˚ɶğÈ˚ˤğ̵

d=J}zXFǳȅò`cjŷʩK

fj{Gh˃GJ=ÙȾŠŷʩçKǈ

ľʶdE~>

}ʇa{Gg¸¾§É¿Æekf

Ƴ`c=¬Æ¯Ã

j{GgyjJE|JWxʫHcIN

¿

ƸˆKE~J|dE~>

±h{~ģȕKÊɥ̯FƆ˥Ā

̸͇ ͌ ȭJ|  ȭudj̴̒ɶɬ̜ž

Ʀķn¸¾§É¿Æh̓X~ɯŹ

K̉͌ÑƦ̵

=É£ÆhIP~̜žīĒe[

ɜˍdL~yjk=ʸĒdò`]}ˎ

jɖǄĀǍǨĵʫhVc˓XReeX

`]}V]ʜ̮jE~ɓh̗|~]x=

~̴ĵʫǳɚ ̵>É£Ædk=Ʒ
ɜŷʬÃÉÆh{~=®

¤ɞFcjÅÉ

dE~eʫH|~>

[j]x=ÊajǛȤeVc=̜žʂ

ȍɶjɓɜˍX~]xhkî̮d˃F

ɜˢ

ĵʫhV]ɶɬ̜žīĒKˀcI}=
ÅÉ¿

±qj

gK|ˀGReKƸˆeg~>óHl=
@ÂÉ±´É¹Aɶ|gFŤń=Ž̛

±ŽǹX~]xj̜žĀ

hˇŷhˀ`cJ|dEl=¬Æ¯Ã

˔ŻhaFcɺŐhƃwċƀeg`cF
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¤ʌd[jǳˏKđcFcyɜˍdL

¾§É¿ÆkľʶdE~>

~=eFGRedE~>

Ž̛hÅÉ¿

u]=řȕ̓õhaFck=ʜ̮jE
~Reg|=

±ˀG̛hk=

@E~ʂƦjˏ˛ɬÙȾKdL~ÛAeF

ajđȒÖĳřeʝȕ

`]NN}dĨ̞JP~ReūFeǀ

eVcʝnàP|~>]^V=ʜ̮j

ŻT~>[j]x=̜žĀÍ˓j È

gFřȕ̓õk=Ž̛h˗TgFeɜˍ

È KɄŞVcF~yjeVc˔ŻZU

dLgF>[j]x=
@ɱˡV]|É

~ƴY=ÒýûKèH]FReĉî

KòH~AeFGɜˍk̠VFK=
@ɱ

ɬhºÉdL~{Gg¡ÉÂjɞǁ

ˡV]|ïJVcy|H~A
@ɱˡV]

zÖějɉü̴ˇŷʌŉx]̵KƸˆ

|ʺFReK˪R~AeFGÃ²Âdj

Ïľȩeg~>

ɜˍkľʶdE~>

âě=
̴ȏÖȝek̓õgFŤdE~K̵

ĉîɬhºÉKNyjhaFc

ɶɬ̜žʬƆ˥eV]ʿư̕ȫɸù

k=ʞzďɳòHl=˝ǼdĒJ~R

ŽǹV]Ȁh=ʿưhaFcjºÉ

eyūF>

Īŝ~ɯɬdʞzďɳĵɑV]K=

̸͈ʒɽɪ́Ƣ̱K̼͌̽ȭ̴ɶɬ̜ž

¨Ã¤ɖǄJ}zXNɛV]y

K̉Ʀ̵

jKˇaJ|gJ`]]x=ʿưT]

ɓhkŇěKE~Rez=ʞkŽɓj

ɕjďɳò`]ReKE`]>eR

˥ƶ̴ÆµÂ̵dE~ReKĒJ}ű

K=
@̪ÖÐHcy|HgFóA-@Û

x~ȯ̘j]x=¬Æ¯Ã

¤zÀ

jďɳKgFJ|ɕA.ˇcsVFjk

¥ɞFcjŷʩçk̠VF>Ž̛hî

ÁÁhɨZcF~eR=eFGǁ

̮Vc[KïJîƴX~Ʈdjŷʩ

ŝKè|Y=ĵĠʬJ|đ]@ɕKľ

Kȉģeg~>óHl@ÂÉ±´É¹A

Ŏ[GAeFGɪˏhĈǃX~ÛKūJ

ɜˍX~]xhk=Ž̛hƁȺX~î

`]eFGÖǄhđç`]ReKE~>

̮KƸˆdE~>

ĵĠʬjɖǄhƹWc=ʷȨƹũhó

u]=řȕ̓õhaFck=ʜ̮hŢ

đTU~ƴgFjKÅÉ¿

±

bF]ǫ̋ˍȷˀG]x=
@;V]|

dkE~K=ENudy=J}zXNÈ

:hg`]AReɜˍX~]xhk=

ĉîɬh˝ǼX~Re̴ǔ˥ĪV]}=

zk}=Ž̛jî̮KƸˆeg~>

ºÉKũĪV]}X~{Ggókđ

î̮V]RehaFck=ʞzďɳ=

TgF{Gh̵KŢȏdE~Rečɹ

ʐİgˏʽzÆˏ˛ò`cj¸

˚TZ|]Ť̢dE`]>
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}= ¥«V]}dL~{Ghg~>

SQ)439
ÅÉ¿

1ǁƻˁɺ̀ɱˡVcy{Fj^=ʸĒ
±ŽǹX~̛hk=Ɔ

jƻFˁɛVcy{Fj^eFGRe

˥ʬķnɯɬh{`c±ÄÀ¹ȷx=

ŽǃX~>u]k=ɱˡzƻFjˁɛ

ĵĠÛǱh{`c

KdL~{Ghg~>

°Ãŉx

]˾ˀǸȻȷx~eFGǊʟLKƸˆ

2Æ¬ÅºÆ¤̀ʸĒjľʶƼhɯ

hg~>

ňP|~{Ghg~>u]k=ʸø

âÎh=[\hIP~ɤǁỌ̈e=

ǚc~{Ghg~>

Ɛ̑ǸȻ˷r~>

3ɶˤzˀĥjʩƴ̀ɶ|gJ`]Re

̸͆ɯɬj˔Ż

ɶ~>dLgJ`]ReKdL~{G

ɯɬhk=Ȫj{GgyjKʫH|

hg~>u]k=EFuF^`]ɶˤz

~K= Řj̑ýdūNjyjɭ}˴

ˀĥɹJgyjhX~>

w{}y=ÒˆgɯɬeĜȪɬgyj

0͌3haFcE~ʂƦĻ}ʛxcF

ȷxcŽǹV]sGKģȕɬdE~eʫ

~úÛu]k̞ŚKĵĠX~ÅÉ¿

H|~>

±jŤńhk=R|jʠǚÈɪƐ̴Í

óHl=ʢńǭǩȻjŷʩçdEl

˓0͌3h˓˳j@u]kAâ̖jǳˏ̵

2̶3ɯɬeV=ʿư̕ȫjŤńhk

Kɯɬeg~>

3¡ÉÂeVcòFgK|0e1ɯ

̸͇

ǛX=eF`]RedE~>

̵

°ÃeǪ̀
°ÃjȽɞ

u]=ǭǩʬK  Ɔ  daN{Gg̑

ĆîeVcjÊîǃ̴ã̒bN}ÈĈ

ýǸȻjŤńhk=0{}y3̉ˉX

ȉ̵e=ŷʩģȕejĊińFˇc=

~Rehg~K=ÅÉ¿

±dE~

°ÃjȀ̒eǪ̀hòGȀ̒

RejǁŌkʾNg`cVuG̴̞Śd

˔ŻX~ƸˆKE~>

júĖŷʩçj{Ghg~]x̵>0ɭ

ʢńǭǩȻjŷʩçj{Gh=fj{

}˴v]FŤńhk=ǃǀjɪˁgfd

GgÉʸĒKò`cF~J=ï

ƻF@ĈȉAX~ŤaN~ʌ=±Ä

VcF~ȀKȟVFJ=eF`]ċƀ

À¹qjƗŮKȵx|~>

kȲ˲ɬ˘VzXF]x=ã̒bN}j

0ã̒bN}̀ņW{GgʇŤzƻFj

]xj

ÛKF~Reɶ}=ŶɘǃJ|ˍǯT

kgNÂÉ±SedˀGReyľʶd

~>u]k=ßʬjʇŤƻFz`]

E~>

°Ã=ĵĠʬĆŏd
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ÊǸd=ʿưî̮KE~JeFG˘̨

˔P~ReKdL~e=Õ̕z̀Ĵjî

j̛hk=ɶ|gFÛhk˘V]NgF

̮jǲɜKƸˆgɖǄhE~ÛqjƆƹ

ȴǚ_KNReyĬĒǀŻdL~]x=

Kľʶeg}=§ÉhƹW]ǭǩ̃

IØFhɶ}ńFhg~ÈˋVvǚc

ēhƋąX~RehagK~dEG>

~{Ghg~RehȀ̒ĝNReKƸ

âěhŽǹV]̴ěǣj̵ɶɬ̜žʬ

ˆdEG>]^V=Rk@ĈȉA
̴î

ňPjʿư̕ȫɸùhIFck=æǇȀ

̮˘VcĈǃX~̵fjʏŜdˀG

̒h@ŽkǾ+RgReKAeFG˘

jJhƘŀT~>î̮˘XjkÂ

ƌTgŨdʭǋ_VcN~ÛK˅Ǳ

É±jÑ^Pd=ĆîhkÂÉ±já

ŇF]>VJV=[j˘ǭǩʬhèH

ˁʬ̴Ķkǭǩʬ̵KȠˆzÉÅÉ¥

~JƊi]eR@ÏˆAeFGċƀ

jvèH~eFGǸȻĻ~Ťńhk=

j˶ÖdE`]Re=¯Á¢ÉÉ

ÂÉ±ċdjÙȾƂhX~{Gg

K  ŇdĆî˾ˀjƯĝǕ`cF]ɍ

°ÃKȉģeg~>

h=ĬĒgȀ̒Ļ`cúĖjƆƹX

°ÃjǸȻhaFck=Ɯ

~ReKdLgJ`]eFGĺɲKE~>

˦ȏyđcF~jd̴ĵʫǳɚ ̵=FN

ʢńǭǩȻjŷʩy=ʿư̕ȫȻjŷ

aJjǸȻɞǁVcIL=ŤhƹWc

ʩyĈh=§Éj@ōnˊuVAģȕ

òFĒP|~{GhX~ReKȊuV

KE~Reƺ̧hʧFc=Ûŏ̈ʧI

F>

{nƆƹʫHcINReKȵx|~>

̵Ǫ̀́ǈj]xj¡ÉÂ

̸͈ĵĠÛǱÈȐzțųj̈ʧ

Ǫ̀j́ǈj]xhƸˆg¡ÉÂjɉ

̵ĵĠÍ̗j˔Ż

ük=ecỷˆdE~>

ĵĠdL~ÛǱk=̆ƏjƤT=Ń

óHl=ʢńǭǩȻhIP~É

ÂÉ±ḧʧdL~¯Á¢ÉÉj

haFc=ǳˏzďɳdkɜˍK̠VF

Ǳ=Ćî˾ˀˀG¯Á¢ÉÉj

Ťńhk=ˇŷŉx]î̮z=ǿĀd

ğ̊hƘŀT~>

˃źX~ReKƸˆeg}=ʿư̕ȫɸ

ÂÉ±d˘VńFX~̛h=̝j

ùhIFcƼɬʿưh̓X~ÄÉÂ±Ã

ÂÉ±j˘VŨKŭLXMc̰̅hg

ˀGŤńhk=ÛƮ̴¬³

¤̵

~ReKgF{Gg̒̚jɹ÷=
̴ßƚʙ

ò`]ĞƮƩhV]ǸKˁɛVzXF>

ÝɞF~̛hk̵ĵĠʬjĮǱKņȀ

T|hˏHl=[\jɸùçj˺

h˘VcyG~TNg}̀MgF̆Ə

Ñu]kʚÔƲh=úĖɱˡX~Ť

jƤT=ǿĀz¬ÅÉ¶Æ¤ɞF~
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̛jˇzXTy=ʫǆVgPlg|g

ȐɞǁX~Ťńhk=ŭŨđTg

F>

NcyØFj˘KʮRH~{Gg̈ʧ

¯Á¢ÉÉKʜ̮ʄxl=^
^eŭLgÛǱdjÅÉ¿

ƷKP~> ŇjŤńhk=̏Ȑ  au

±

]k

adĬĒdE~V=ȐòYh

hyƆƹdL~{Ghg~K=@ŭÛǱA

țų^PdÂÉ±aN~eFGǸȻ

KʼǊgĵĠʬyF~dEG>

yE~>

R|ĦșX~e=ĆîˇɇVz

ȅL˴wðȝX~ŤńhkȐKE`

XN=ÂÉ±ċdj˘KVzXFˈȥ

]ǸKz}zXFjd=ɣȔɞF~

eVc=̺ÂÉ± ͌ Û=Ćîd 

JÈȐhX~JʌÖěhȜˑVcIN

͌

eʺFdEG>

Û̴ ÂÉ±N|F̵udǀŻ

VcINeʺFeʫH|~>
̆ƏKəFŤńhk=

̸͉̑ýŘǱeǰȑ

ÂÉ±dj

ʢńǭǩȻjŷʩjŤńkɔh= Ř

̑ýz= ŇʂƦdjĆî̑ýy  dE

dĆcɜˍdL~{Ghg~jk̠V

~>Ʋ˷X~K=ɶɬ̜žjE~ƭÖʬ

F>u]=̜žʂƦK̉Ng~hac=

¯Á¢ÉÉeVc̬ǈV]FŤ

î̮VcɜˍX~̉ˆƼKŦXReʫ

ńhk=ȇĔJ|ƭÖʬKǌH~ˈȥj

H~e=ïŘJhĒPcËƅhɜˍjö

ÛǱdŽǹV]ǸKŽǹǸȻîƴVz

˾ŝ~ReyƸˆhg~>

XFeFGėɌKE~>
ÅÉ¿

ĉîɬgºÉaJw]xhk=

±he`c=ĵĠʬKƍ

gFeFGRekºÁ

ǿĀˇc=ǃǀ˘VńF=ɫŤÛɓ

¤jÊadE~>

Kò`cF~ÉjŇě^Pŷʩ

[k=ú?j˘hW`N}eʭÿP

X~eFGċƀjŘ˔P~Rehyǁ

~ReKdL=[\jɜˍğhƹW

ŌKE~̴ĵʫǳɚ̵̼>

]˼ƦĦșVgK|±ÄÀ¹˾x

ÜŘjÖȝd̑ɪV]yjk¬Æ¯Ã

~ReKľʶhg~J|dE~>ĵĠÛ

¤dE`]K=ÜƲk=ŃşdŽǹX

ǱKūPl̯FģȕKƴ|~eFG

~̛jƆ˥ʬĀhńZc=¬Æ¯Ã

PdkgFjd=
@ɯɬAhˇń`]@ĵ

¤jɜˍ˃źX~ǰȑð}hĻ}ʛw

ĠÛǱAj˔ŻKƸˆdE~>

ReyƸˆeg~>

̵Ȑzțųj̈ʧ

ʿư̕ȫȻhaFck=@½eˏGA

ÂÉ±dj˘VńFŰQgF{G

@ɱˡX~Aj¢

g̈ʧKȵx|~>

±ʦ}˶VŷʩV=

ǒǏǃ̴ˏ`ckFPgF=ʸĒKƾF
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J|^eƻG̵gNVcFNReK̉

ĵĠʬy̫LcVuG]x=ƍVYaɯ

ˆdE~>

ĄũHgK|̴ɯɬj̉ɌąȆH

ņȀh=ʸĒkÊÛdkgF=ğhg

gK|̵ƸˆgReèHcFNeFG

`cN~ÛkF~=ʸĒhkƆĐX~

˿ŕǸȻKȵx|~>

ğKE~j^=eFGReʦ}˶VŽ



ǃV=ʸƚʳŻǃ̯x~Rezʸø

TQ,!>

ǚaRehagQcFNReyŭēdE

#

ɶɬ̜žjE~Û]_k=ʸƚʳŻǃ

~>

KëFeˏ~ReKE~>[k=

[j]xhk=İɪdʚÔTZ~jd

@dLgFAeFGÖŽŋŜJ|ʆLà

kgN=ņWĵĠʬdǱŘŽǹX~sG

P|]î̮jūTey̓õVcF~e

K={}ģȕK̯Ng~eʫH|~>

ʫH|~>

ÊǸd=ȱŘņWÛdˀG]xhk=İ

[jěǥhʇae=ÅÉ¿

ɪdˀG{}y̠VTKE~>

±j

Ây=fRJhȬˍKE`c=[

Ž̛j̑ýk=ŃşjÖƿhƹWc=

ǰHcy|GeFGyjdkgN=

z}zXFǸȻJ|uYĻ}ʛdFN

˗ˀ̌˜VgK|yʸĒjÛɝȥʗV=

eʺFdEG>

[ʳŻdL~{GgyjhX~Ƹˆ

̸͊¯ÄÉ

KE~>

±

ɶˤzˀĥŻɴTZ~]xhk=[

[j]xhk=˗ˀ̌˜î̮V]ƭ

jƲjɖȹ¯ÄÉVcFNƸˆKE

ÖʬK¯Á¢ÉÉħx~ReK

~>

̉ˆgeg~>ƭɐjRegK|=

̑ýŘǱK˅ǱjŤńhk=[jG_
j  Ř¯ÄÉ

ÂÉ±ÅÉKƴǁgÛeʼǊgÛK

±̴Rjɸùļ

F~]x=uYkƴǁgÛhÅÉ¿

PcvcfG^`]J=ïJǷVFRe
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あなたは、
どんな生活を 送りたいですか?
あなたの
「こんな生活を したい」
「こんな手伝いを してほしい」
という気持ちを
応援する法律があります。
それを 障害者総合支援法といいます。
せい

かつ

せい かつ

て

き

おう

えん

つだ

も

ほう りつ

しょう がい しゃ そう ごう

し

えん ほう

ばん

わかりやすい 版

知ろう・使おう・楽しもう
し

つか

しょう がい

しゃ

そう

ごう

し

えん

たの

ほう

り

よう

ひと

障 害 者 総 合 支 援 法 のサービスを 利 用したい人へ
ほう りつ

せい しき

な まえ

しょうがいしゃ にちじょうせい かつ およ

しゃ かい せい かつ

そう ごう てき

し えん

ほう りつ

（法律の正式な名前は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といいます）
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じ

ぶん

き

自分で決めた
く

ゆめ

暮らしや 夢を
じつ

げん

実現するために

はたら

あそ

い

ひと り

く

働きたい、遊びに行きたい、一人で暮らしてみたい…。
き ぼう

おう えん

あなたの そうした希望を応援し、
せい かつ

てつ だ

生活を お手伝いするために、
しょうがいしゃ そう ごう し えん ほう

障害者総合支援法は あります。
しょうがいしゃ そう ごう し えん ほう

障害者総合支援法は
つか

どんなふうに使われているのか、
み

見てみましょう。

さく ひん

アート作 品 づくり
ふく しま

こおりやま

福 島 ・郡山
もり

はる

か

森 陽 香 さん

もり

せい かつ かい ご

もり

森
さんが
り よう ちゅう
利用中のサービス

じ ぎょうしょ

森さんは、生活介護の事業所で
さく ひん

アート作品を つくっています。
て

しょうがい

もり

手に障害がある森さんは、
あし

つか

え

ぐ

え

す

え

か

せい かつ かい ご

生活介護

さく ひん

足を使って 絵を描いたり、作品をつくったりします。
どう ぐ

しょくいん

じゅんび

て つだ

かつ どう

絵の具や 道具の準備は、職員が 手伝います。

さまざまな活動や

もり

さ ぎょう

さく ひん

ひる ま

じ ぎょうしょ

かよ

昼間に 通います。

アート作品づくりができる
せい かつ かい ご

し せつ

作業をする施設です。

絵が好きだった森さんは、
えら

か

生活介護の事業所を選び、

し

お菓子をつくったり、

かよ

さく ひん

通っています。

アート作品をつくったり、

森さん以外の利用者も、

簡単な作業をしたりします。

体操やダンスをしたり、

どんなことをするかは

テレビを見たり、

施設によって ちがいます。

もり

い がい

り よう しゃ

かん たん

たい そう

み

さ ぎょう

し せつ

かつ どう

さまざまな活動を しています。
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かい しゃ

はたら

会社で 働く
とう きょう

みなと く

東 京 ・港 区
た

なか しん

た

ろう

田 中 真 太 郎 さん

た

なか

田
中さんが
り よう
利用したサービス
しゅうろう い こう し えん

就労移行支援
た なか

びょういん

つか

かい しゃ

き かい

はたら

しょ るい

いん さつ

て がみ

ふう とう

かい しゃ

はい

まえ

しゅうろう い こう し えん じ ぎょうしょ

た なか

れん しゅう

し ごと

てい ねい

仕事の練習を しました。
た なか

かい しゃ

なか

し かた

し ごと

れんしゅう

仕事の練習を

ねん はん

会社に入る前、田中さんは就労移行支援事業所で 1 年半、
し ごと

し ごと

仕事の仕方を教えたり、

し ごと

田中さんの仕事です。

ひと

会社等で働きたい人に

い

書類を印刷したり、手紙を封筒に入れたり するのが、
た なか

はたら

かい しゃ など

田中さんは、病院などで使う機械をつくっている会社で 働いています。

し せつ

させてくれる施設です。
へい じつ

ひる ま

かよ

平日の昼間に 通います。

たよ

仕事が丁寧な田中さんは、会社の中で 頼りにされています。

く

グループホームで 暮 らす
おお さか

み のお

大 阪 ・箕 面
かめ

だ

あや

か

亀 田 紋 加 さん

かめ

だ

亀
田さんが
り よう ちゅう
利用中のサービス

かめ だ

グループホーム
ひと

たて もの

ふ

ろ

ゆう がた

く

き

かえ

ふ

ろ

ふ

ろ

はい

た

お風呂に入ってから ごはんを食べます。

が

て つだ

お風呂は ヘルパーが手伝います。

食事やお風呂、着替えなどを

しょくいん

ひと

夕方、グループホームに 帰ってきて、

障害のある人が 暮らします。
しょくじ

しょうがい

く

にん

ひと

にん

グループホームで 暮らしています。

一つの建物で 2 〜10人の

しょうがい

ほか

亀田さんは、他の 5 人の障害のある人といっしょに、

しょくいん

て つだ

ごはんは、グループホームの職員が つくります。

職員が手伝ってくれます。

かめ だ

がいしゅつ

き

ふく

えら

す

亀田さんは、外出に着ていく服を 選ぶのが 好きです。
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あなたの
つか

使いたいサービスは、ある ?
しょうがいしゃ そう ごう し えん ほう

せい かつ

ささ

障害者総合支援法には あなたの生活を支える たくさんのサービスが あります。
つか

み

どんなサービスがあるのか、あなたが使いたいサービスはあるか、見てみましょう。

れん しゅう

練 習 する

かよう

せい かつ かい ご

ち いき かつ どう し えん

しゅうろう い こう し えん

生活介護・地域活動支援センター
しょうがい

ひと

ひる ま

かよ

え

しゅう ろう けい ぞく し えん

就労移行支援・就労継続支援

か

はたら

しょうがい

ひと

かよ

障害のある人が 昼間に通って絵を描いたり、

働きたい障害のある人が 通います。

作品を作ったり、スポーツをしたり、

仕事の練習が できます。

さく ひん

つく

し ごと

さ ぎょう

れんしゅう

作業をしたりします。

くらす

くらす
し せつ にゅうしょ し えん

グループホーム
にん

しょうがい

ひと

2 〜10人の障害のある人が
ふ つう

いっ けん や

しょくじ

ふ

施設入所支援
しょうがい

ひと

たくさんの障害のある人が、

く

し せつ

なか

く

普通の一軒家などで いっしょに暮らします。

施設の中で いっしょに暮らします。

食事やお風呂など 生活にかかわることを

おもに 障害の重い人が対象です。

手伝ってもらえます。

生活に必要なことを 手伝ってもらえます。

ろ

せい かつ

しょうがい

て つだ

せい かつ

ひつ よう

おも

ひと

たいしょう

て つだ
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そう だん

相 談 する
やすむ

たん き にゅうしょ

そう だん し えん

短期入所
（ショートステイ）
し せつ

みじか

相談支援

き かん と

せい かつ

こま

グループホームや施設に 短い期間泊まって、

生活していて困ったことなどの

生活に必要なことを 手伝ってもらいます。

相談にのってくれます。

病気や用事などで

福祉サービスを使うときの

せい かつ

ひつ よう

びょう き

よう じ

か ぞく

せ

て つだ

わ

そう だん
ふく し

つか

つか

て つだ

家族が世話できないときに 使えます。

手伝いもしてくれます。

くらす

でかける

きょ たく かい ご

い どう し えん

居宅介護（ホームヘルプ）
しょうがい

ひと

おや

移動支援
（ガイドヘルプ）

く

障害のある人が、親などといっしょに暮らしたり
ひと り

ぐ

しょうがい

ひと

で

障害のある人が 出かけるときに、
つ

そ

か

もの

一人暮らしをしたりするときに

付き添ってくれます。

生活の手伝いを してくれます。

買い物や乗り物に乗るための

せい かつ

て つだ

の

もの

の

て つだ

手伝いなどをしてくれます。
こう どう えん ご

じゅう ど ほう もん かい ご

どう こう えん ご

このほかに、行動援95
護、重度訪問介護、同行援護などのサービスも あります。
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しょう

がい

しゃ

そう

ごう

し

えん

ほう

障害者総合支援法のサービスって
つか

どうやったら 使えるの?
やく しょ

しょく いん

そう だん し えん せん もん いん

役所の職員や 相談支援専門員といっしょに、
つか

き

どんなサービスを使うか 決めましょう。

❶ 申し込む
もう

だれ

誰
かといっしょに
い
行っても
かまいません。

こ

やく しょ

しょうがいしゃ そう ごう し えん ほう

役所に 障害者総合支援法の
つか

サービスを使いたいと
もう

こ

申し込みます。

❷ 希望や困っていることを 伝える
き

ぼう

こま

つた

ねが

お願
いすれば
そう だん し えん せん もん いん
門員が
相談支援専
いえ
あなたの家
などに
き
来てくれます。

そう だん し えん せん もん いん

相談支援専門員が、

せい かつ

あなたが どんな生活を したいのか、
こま

なに

困っていることは 何かを
き

聞いてくれます。
き ぼう

じつ げん

あなたの希望を 実現するために
つか

どんなサービスを 使ったらよいか
かんが

いっしょに考え、
て つづ

て つだ

手続きを 手伝ってくれます。
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❸

つか

サービスを使ってみて、

つか

サービスを 使う

き ぼう

希望とちがうことや
こま
困ったことがあれば、
かん り せき にん しゃ
サービス管理責任者や
そう だん し えん せん もん いん

相談支援専門員に
そう だん

相談できます。

あなたが
き ぼう

希望したサービスの
り よう

利用が はじまります。
そう だん し えん せん もん いん

相談支援専門員が
よう す

み

き

ときどき様子を 見に来て、

サービスが

おこな

きちんと行われているか
かく にん

確認します。

サービスを
か
変
えるときも、
そう だん し えん せん もん いん
談支援専門員が
相
て つだ
手伝ってくれます。

❹ サービスを 変える
か

つか

使いはじめたサービスを、
とちゅう

か

途中で変えることも できます。
そう だん し えん せん もん いん

そのときは、相談支援専門員に
そう だん

相談します。
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い

そう だん

どこに行けば 相談できますか?
わ

ひと

よく分からない人は、まず、
す

し

やく しょ

まち

い

住んでいる市や町などの 役所に 行ってみましょう。
て つづ

り よう

おし

サービスを 利用するための手続きを 教えてくれたり、
そう だん し えん せん もん いん

しょう かい

相談支援専門員を 紹介してくれます。

りょう いく

て ちょう

療育手帳をもってないとだめですか?
りょういく て ちょう

あい

て ちょう

て ちょう

療育手帳や愛の手帳、みどりの手帳などが なくても、
つか

サービスは 使えます。

そう だん し えん せん もん いん

そう だん

まずは、相談支援専門員に 相談してみてください。

つか

かね

サービスを使うとお金がかかるのですか?
む りょう

ひと

つか

ほとんどの人は、無料で サービスを使えます。
きゅうりょう

ひと

ただし、たくさんお給料を もらっている人は、
かね

お金がかかることも あります。

し

せつ

く

施設で暮らしていても
相談できますか?
そう だん

にゅうしょ し せつ

ひと

入所施設にいる人も、

そう だん

そう だん し えん せん もん いん

相談支援専門員に 相談できます。
し せつ

しょく いん

施設の職員に、

そう だん し えん せん もん いん

そう だん

つた

「相談支援専門員に相談したい」と 伝えましょう。
しょう がい

しゃ

そう

ごう

し

えん

ほう

障害者総合支援法は、
障害のある人の希望する暮らしを 実現するために あります。
あきらめたり、がまんしたりせずに、まずは 相談 してみてください。
しょう がい

ひと

き

ぼう

く

じつ

げん

そう だん

き

わからないことは ここに 聞いてください

へい せい

ねん ど しょうがいしゃ そう ごう ふく し すい しん じ ぎょう ひ

ほ じょ きん

しゃ かい ふく し ほう じん おお さか て

いく せい かい

さく せい

このパンフレットは、平成27年度障害者総合福祉推進事業費補助金により 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会が作成したものです。
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か ぞく

し せつ

しょくいん

家族や施設の職員、
かい しゃ

ぎゃく たい

虐待されていませんか?

ひと

会社の人など、
あなたのことを

み

見たことありませんか?

まも

守ってくれるはずの人が、
ひどいことを してきたら、
ぎゃくたい

それは 虐待かもしれません。

「いやだな」
「やめてほしいな」
と
おも

思うことをされたら
い

「やめて」
と 言っていいのです。

あなたのことを

ぎゃくたい

まも

虐待から 守るための
き

ほう りつ

（法律）
も あります。
決まり
その法律を、

しょうがいしゃ ぎゃくたい

ぼうしほう

障害者虐待防止法と いいます。

ばん

わかりやすい 版

虐 待されたら
やめて”と言おう
ぎゃく

たい

い

しょう がい

しゃ ぎゃく たい

ぼう

し

ほう

まも

障 害 者 虐 待 防 止 法 は あなたを守 ります
ほう りつ

せい しき

な まえ

しょうがいしゃぎゃくたい

ぼう し

しょうがいしゃ

よう ご しゃ

たい

し えん とう

かん

ほう りつ

（法律の正式な名前は「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といいます）
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ぎゃく たい

これは、虐待です。

じ

ぶん

かね

自分のお金を
とられる、
渡してもらえない
わた

どなられる、
悪口や
ひどいことを
言われる
わる

ぐち

い

しん り てき ぎゃくたい

けい ざい てき ぎゃくたい

心理的虐待

経済的虐待

【このほかにも】
他の人の前で ばかにされる
仲間はずれに される
「おやつ抜き」
などの 罰がある
など

【このほかにも】
給料から 知らないお金が 引かれている
自分の携帯電話を 他人が使っている
自分の通帳を 見せてもらえない
など

ほか

ひと

なか

まえ

きゅうりょう

ま

ぬ

じ

ばつ

し

ぶん

じ

けい たい でん

ぶん

つう ちょう

かね

わ

た

にん

ひ

つか

み

はだか

せい てき ぎゃくたい

しん

裸の写真を
とられる

おしりや
むねを
さわられる

性的虐待

しゃ

【このほかにも】
性的虐待
体をさわられる
裸の写真や アダルトビデオなどを 見せられる
無理やり キスやセックスを させられる
など
せい てき ぎゃくたい

からだ

はだか

しゃ しん

む

み

り
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たたかれる、
なぐられる、
けられる

あつ

とても熱いものを
食べさせられる、
飲まされる
た

へ

や

部屋から
出してもらえない

の

だ

しん たい てき ぎゃくたい

身体的虐待

【このほかにも】
手や足を しばられる
苦しい姿勢を させられる
タバコの火などを 押しつけられる
など
て

あし

くる

し

せい

ひ

しん たい てき ぎゃくたい

身体的虐待

ふ

お

ごはんを
食べさせて
もらえない

ろ

お風呂に
入らせて
もらえない

た

はい

【このほかにも】
手伝ってほしいのに 無視される
トイレに 行かせてもらえない
病気なのに 病院に連れていってもらえない
など
て

ネグレクト

しん たい てき ぎゃくたい

身体的虐待

つだ

む

し

い

びょう き

びょう いん

ネグレクト

つ

い

み

「ネグレクト」
とは、
ほったらかしにされる という意味です。
101

本文.indd 103

2016/04

ぎゃく たい

虐待をされたら、
どうする?
い

1.「いやだ」
「やめて」と言う
い がい

ひと

あなた以外の人が
虐待されていたら、
すぐに
やく しょ
み ぢか
ひと
役所か 身近な人に
言いましょう。

ぎゃくたい

ぎゃくたい

虐待をされたら、

まずは「いやだ」
「やめて」と
い

言ってください。

がまんしなくて いいのです。

やく しょ

れん らく

2. 役所に連絡する
だれ

やく しょ

でん わ

電話やメール、
て がみ
ファクス、手紙で
れん らく
連絡することも
できます。

い

役所には 誰かといっしょに 行ったり、
か

れん らく

代わりに連絡してもらっても かまいません。
どうしたらいいか わからないときは、
み ぢか

ひと

そう だん

身近な人に 相談しましょう。
れん らく

ここに 連絡してください

れんらく

ひ みつ

あなたが連 絡 したことは 秘 密 にされます。

れん らく

あと

3. 連絡した後はどうなる?
だれ

ぎゃくたい

ひと

虐待をした人が
けい さつ
警察に
たい ほ
逮捕されることも
あります。

ぎゃくたい

誰がどのような虐待をしたのか、
やく しょ

しょくいん

ぎゃくたい

ひと

かく にん

役所の職員が 確認します。

虐待した人や

ぎゃくたい

お

し せつ

かい しゃ

虐待が起きた施設・会社などは
ちゅう い

注意されます。

へい せい

ねん ど しょうがいしゃ そう ごう ふく し すい しん じ ぎょう ひ

ほ じょ きん

しゃ かい ふく し ほう じん おお さか て

いく せい かい

さく せい

このパンフレットは、平成27年度障害者総合福祉推進事業費補助金により 社会福祉法人大阪手をつなぐ育成会が作成したものです。
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わかりやすい情報提供
に関する

ガイドライン
知的障害のある人は、活字情報を理解することが難しいといわれます。
多くの知的障害のある人が活字情報の理解に困難さを抱えていることは事実ですが、
一方で情報を提供する側に「どうすればわかりやすくなるのか」といった意識が薄く、
そのノウハウの蓄積もなされていないため、知的障害のある人にも理解できるかたちで
情報提供がなされる機会が極端に少ないことも背景にあげられます。
特に法律や制度などに関する文章は内容が抽象的なことに加えて表現も硬く、
理解へのハードルが最も高い部類の一つであると考えられます。
単に漢字にルビをふり、文字を大きくするだけでは知的障害のある人にわかりやすい情報とはいえません。
その法律や制度に関する情報の中で、本当に伝えたい、知ってほしい部分はどこか、
それを効果的に伝えるうえで阻害要因になっているものはないか、突き詰めていく作業が欠かせません。
そうした工夫のうえにつくられた情報提供のかたちは、
知的障害のある人だけでなく外国人や高齢者、子どもなど、
日本語の活字情報からともすると遠ざけられる人たちにとってもわかりやすいものになるはずです。
そして、生活に関わる法制度の情報について高いニーズをもっているのも、こうした人々です。
知的障害のある人をはじめとする情報理解に困難さをもつ人々に、必要とする情報が届き、
それぞれが社会に参加できるよう、本ガイドラインにそって情報提供のあり方を見直してみてください。
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文章の
書き方

簡単かつ
具体的に

ここでのポイント
○ 簡単に具体的に書く
○ 複雑な表現を避ける
○ シンプルな構文にする
○ なじみのない外来語は避ける

知的障害のある人は一般に、
抽象的な概念や言い回しが苦手です。
読み手の知識を前提とした省略なども理解を妨げます。
文章を書くにあたっては、なるべく簡単な単語・言い回しで、
必要な情報を絞り込んで伝えることが重要です。

● 難しいことばは使わない。
資料の貸出延長はできません。ご事情のあるときは担当までご連絡ください。
借りた本や ビデオ、DVD、カセット、CD は、返却日までに 返しましょう。
返すのが 遅れるときは、図書館に れんらくしてください｡

● 常とう語（ある場面にいつもきまって使われることば）を除いて、
漢字が４つ以上連なることばや抽象的な概念のことばは避ける。
● 常とう語を除いて小学校 2 〜 3 年生までの漢字を使い、漢字にはルビをふる。
● 具体的な情報を入れる。
｢障害者虐待｣ とは、①養護者による障害者虐待、②障害者福祉施設従事者等による障害
者虐待、③使用者による障害者虐待をいう。
家族や施設の職員、
会社の人など、
あなたのことを 守ってくれるはずの人が、
ひどいことを してきたら、
それは 虐待かも しれません。
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● 必要度合いの低い情報はできるだけ削除する。
図書館カードと、パスワードと、暗号カードが いります。
パスワードと 暗号カードが ほしい人は、図書館の人に 言いましょう。
図書館のホームぺージの障害者サービスページを使うと、
複雑な方法なので、必要な人は
カウンターに問い合わせてもらう
１回で、カード番号やパスワードの入力ができます。
ことを想定して、削除する。

予約をした 本などが そろったときに、メールで れんらくして もらえます。
れんらくしてほしい人は、図書館に メールアドレスを 伝えてください。
市町村障害者虐待防止センターへの通報・届出に基づき、市町村の障害者福祉担当部局
が訪問調査を行い、障害者虐待の事実確認を行います。虐待により障害者の生命や身体
に重大な危険が生じているおそれがある場合は、立入調査を行います。
誰が どのような 虐待をしたのか、
役所の職員が 確認します。
虐待した人や
虐待が起きた施設・会社などは
注意されます。

複雑な
表現は
避ける

下線部は当事者にとって重要
度合いが比較的低い情報のた
め、削除または言い換え、簡
略化を検討する。

微妙なニュアンスを再現しようと婉曲的な表現をしたり、
断定を避けたりすることで、
伝えたい情報がぼやけてしまうことがあります。
比喩や二重否定などもってまわったような表現は避け、
直接的な表現にすることが重要です。

● 比喩や暗喩、擬人法は使わない。
白黒つける。黄色い歓声。空気が読めない。鬼のような先生。
（比喩や暗喩）
風がささやく。山が動く。目が笑う。壁が立ちはだかる。
（擬人法）

● 二重否定は使わない。
本の返却が遅れた場合、図書館に連絡をしないということはないようにしてください。
本の返却が 遅れた場合、図書館に 連絡してください。

● 指示語を多用せず、あえて二度書く。
図書カードを 作りましょう。図書カードを 作ると、いつでも 借りることが できます。
返却口には 図書館の人が います。借りた本は 返却口に 返しましょう。

● 名称などの表記は統一する。
障害のある人とは、障害や社会的障壁（社会のかべ）によって、暮らしにくく，生きにくい状
態が続いている人をいいます。
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社会的障壁（社会のかべ）とは、障害のある人を暮らしにくく、生きにくくする社会にあるも
の全部で、つぎのようなものです。
※名称などが長いために略称に言い換える場合は，以下のように断り書きを入れる。

この法律は、障害者就労支援施設や 自宅で働く障害者を支援する団体
（
「障害者就労施設など」
といいます）が、仕事の注文をたくさん受けられるように 応援するものです。

法制度のさまざまな役割や手続きの流れなど、複雑な要素を

シンプル
な
構文に

余すことなく盛り込もうとすると一文が長くなります。
複数の情報を保持しながら文章を読み進めるのは、
知的障害のある人等には難しいことです。
接続詞を用いた複文や情報の羅列などは避け、
時に箇条書きなどを用いながら
シンプルな構文にする必要があります。

● 一文はひとつの内容にする。内容が二つある場合は文章を分ける。
● 一文は 30 字以内を目安にする。
入居している障害のある方に対して、主に夜間において、共同生活住居で、入浴、排せつ、
食事の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、就労先や関係機
関との連絡のほか、必要な日常生活上の世話を行います。
２〜 10 人の障害のある人が
普通の一軒家などで一緒に暮らします。
食事やお風呂など 生活にかかわることを
手伝ってもらえます。

図書館の中で おしゃべりを する人が いますが、他の人に 迷惑なので、静かに しましょう。
図書館の中で おしゃべりを する人が います。
おしゃべりは、他の人に 迷惑です。静かに しましょう。

● 話は、時系列に沿って展開させる。
● 手順のある内容は、番号をつけて箇条書きで記述する。
障害者総合支援法のサービスって どうやったら使えるの？
①申し込む
②希望や困っていることを 伝える
③サービスを 使う
④サービスを 変える
※イラストなど視覚的な要素と併用するとより効果が上がる。

４
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● 主語は省かない。
図書館に行くと ,
親切に対応してくれます。
あなたが 図書館行くと、図書館の人が 親切に 対応してくれます。

返却日を２週間延ばすことができます。
本を借りた人は、返却日を ２週間 延ばすことが できます。

表記上の
その他の
注意事項

その他、以下のような点に注意して表記してください。

● 常とう語は無理に言い換えずに、そのまま用いる。
駐車場は、体に障害があることを証明するための小さな手帳を 見せると
お金は いりません。
駐車場は、身体障害者手帳を 見せると お金は いりません。

● なじみのうすい外来語等は避ける。
コンプライアンス、ダイバーシティ、アセスメント
※一般に浸透している外来語、カタカナ表記などは用いる

テレビ、イメージ、スマホなど

● 漢数字は用いない。時刻は 24 時間表記ではなく、午前・午後などで表記する。
本日十六時より開始します。
今日の夕方４時から

はじめます。

５
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視覚的
な見せ方

文字
まわりの
配慮

ここでのポイント
○ 文字は大きめにする
○ 写真やイラスト、絵記号などを使う
○ 行やページは意味のまとまりを意識して区切る

読み手が第一印象で拒否的にならないよう、
文字は大きめで、かつ行間や周辺の空白などと
バランスを取る必要があります。
不適切なルビは読みやすさを損なう原因になるため、
漢字との間隔等に注意してください。

● 文字は、１２ポイント以上のサイズを目安とする。
● ルビは漢字の上部に半分程度のポイントで記述する。該当する漢字の後にカッコ書き
で表記しない。
図書館（としょかん）に メールアドレス（めーるあどれす）を 伝（つた）えてください。
※ディスレクシア（読字障害）などの障害をもつ人や漢字の読める人にとって、ルビはかえって邪魔
な存在です。読み手にあわせて、ルビの要否や振り方（総ルビか難読字のみか）を検討してください。

● 意味のある単位で分かち書きにする。情報のまとまりを意識して改行する。
予約をした本などがそろったときに、メールでれんらくしてもらえます。
予約をした 本などが そろったときに、メールで れんらくして もらえます。
障害のある人が出かけるときに、付き添ってくれます。買い物や乗り物に乗るための手伝い
などをしてくれます。

６

障害のある人が 出かけるときに、
付き添ってくれます。
買い物や 乗り物に乗るための
手伝いなどを してくれます。
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文字だけで情報を伝えるには限界があります。
伝えたい情報を示すイラストや写真、絵記号などを

レイアウト
の
工 夫

効果的に組み合わせて、
視覚的な情報伝達を行う必要があります。
ただし、内容に直接関わりのないイメージ写真・イラストは、
かえって読み手を混乱させるおそれがあります。

●内容を表す写真やイラストを使う。

● 内容を表す絵記号（ピクトグラム）を使う。

かよう

せい かつ かい ご

ち いき かつ どう し えん

生活介護・地域活動支援センター
しょうがい

ひと

ひる ま

かよ

え

か

障害のある人が 昼間に通って絵を描いたり、
さく ひん

つく

作品を作ったり、スポーツをしたり、

図書館利用案内「ようこそ図書館へ」に使用した絵記号と意味の例
（ＪＩＳ 参考例のコミュニケーション支援用絵記号等を使用）

さ ぎょう

作業をしたりします。

● 冊子はできるだけ、１ページないし見開きで一つの事柄が完結するように書く。
● もっとも伝達したいことやキーワードは、
色分けや太字、囲みなどで強調し、
その部分のみ拾い読みしても
大まかな内容がわかるようにする。
右の記事では、見出し（原子力の……停止）と強調部
（１万カ所……なかった）を読むだけで、“ 原子力関係
施設が安全点検を怠ったために停止させられた ” とい
う要点を把握できる。

（全日本手をつなぐ育成会「ステージ」2013 年夏号より）
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ここでのポイント

伝える

ここでのポイント
○ 口頭説明も想定した作成と用法の周知をはかる

ための

○ 動画やマルチメディアDAISY などの併用を考慮する

配慮
伝達手段
と用法
を考慮

○ 対象者の特性を考慮する

自治体等の発行するパンフレットや案内などは、
役所や関係機関の窓口・担当者などが
口頭で補足説明することも想定して作成することも必要です。
その際、そうした用法について
関係者への周知を徹底することが望まれます。

● 口頭で補足説明することも想定して作成する。
● 口頭説明など、より理解を促し確認できる方法を工夫し周知する。

対象の
特性を
考 慮

障害によっては動画や音声、
マルチメディア DAISY ※ などでの情報伝達が有効な場合もあり、
併用することが望ましい場合があります。
また、コミュニケーションボードやカード、写真などを使い、
本人に身近な例をあげ説明すると理解が深まる場合もあります。
※テキストを音声とそれに連動するハイライトなどで提示する
メディア形式の国際標準規格

● 動画や音声、マルチメディア DAISY、コミュニケーションボードや写真などの
併用も検討する。
● 読解能力、聞く能力には個人差があるため、読み手の特性を考慮し媒体を作成する。
● 対象者の年齢を尊重し、年齢に相応しいことばを使う（成人向けの媒体の場合、子ど
も向けの表現は避ける）
。
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